
ブース
番号 事業所名 就業場所 職　　種 雇用形態 求人番号

北区王子本町２－２２－８　「すずらん」 訪問介護員／王子 正社員 13100-4771641

板橋区本町３３－１－１０１　「ありがとう板橋」 訪問介護員／板橋区 正社員 13100-4772941

足立区鹿浜８－３０－１０　「ありがとう足立」 訪問介護員／足立区 正社員 13100-4773141

訪問介護員／王子 パート 13100-4774041

訪問介護員／板橋区 パート 13100-4775341

訪問介護員／足立区 パート 13100-4779441

2 株式会社　メディカルコーポレーション 北区十条台２－１－２　「グループホームじゅうじょうの憩」 夜勤専門介護職 パート 23010-17734941

訪問入浴オペレーター 正社員 13100-4742841

訪問入浴ヘルパー 正社員 13100-4743241

北区西ヶ原１－４６－２４　第二神部コーポ１Ｆ　日生介護支援事業部　駒込 ケアマネージャー 契約社員 13080-43724941

北区桐ヶ丘２－１１－３５　ラ・フォンテーヌ１Ｆ デイスタッフ パート 13080-43726041

北区中里２－２０－１１　サンワード駒込１Ｆ デイスタッフ パート 13080-43727341

北区西赤羽１－７－１　パルロード３　２Ｆ 保育士 契約社員 13080-43728841

北区西ヶ原１－４６－２４　第二神部コーポ１Ｆ　日生ホームヘルプサービス中里 サービス提供責任者 正社員 13080-43729241

5 社会福祉法人　ドリームヴィ 北区上十条２－２８－６　「ドリームステーション」　 移動支援・居宅支援 パート 13100-4761441

ケアスタッフ 正社員 13060-9924841

ケアスタッフ パート 13060-9925241

介護職員（日勤） 正社員 13100-4693141

介護職（介護福祉士） 正社員 13100-4694041

介護職（ヘルパー2級） 正社員 13100-4696841

ケアマネージャー 正社員 13100-4697241

入浴介助 パート 13100-4698541

保育補助 パート 19010-7414041

保育士 有期雇用職員 19010-7415341

保育士 パート臨時職員 19010-7417241

看護師 パート 19010-7418541

看護師 有期雇用職員 19010-7420641

保育士 正社員 19010-7632041

デイサービススタッフ パート 13100-4802641

訪問介護ヘルパー パート 13100-4803941

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
26.6.11現在

6

7
医療法人　杏林会
介護老人保健施設　リハビリパーク滝野川

北区滝野川６－１３－１３

ワタミの介護　株式会社 北区赤羽西５－２－４３　「レストヴィラ赤羽」

1
東京福祉サービス　株式会社

3 アサヒサンクリーン　株式会社　東京支店 北区上十条１－２－１５　北営業所

4 株式会社　日本生科学研究所

8 社会福祉法人　ゆうゆう　すみよし愛児園
北区王子本町３－３－３－１０１号
　「王子本町保育園」

9 医療法人社団　岩江クリニック 北区西が丘１－５－９
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訪問介護ヘルパー（夜勤） パート 13100-4804141

訪問介護ヘルパー 正社員 13100-4805041

送迎ドライバー パート 13100-4806341

看護助手 正社員 13100-4809541

オペレーター兼訪問介護員 正社員 13010-55464441

訪問介護員 正社員 13010-55475941

北区志茂４－５－１　「ジャパンケア志茂」 サービス提供責任者 正社員 13010-55496541

北区中十条１－４－７　インクリースビル３０１　「ジャパンケア中十条　訪問介護」 サービス提供責任者 正社員 13010-55499641

特養介護士（就業時間選択可） パート非常勤 13100-4783041

特養介護士（8時間勤務／シフト制） 非常勤 13100-4784341

特養介護士（9時間勤務／時間帯選択可） 非常勤 13100-4794241

特養介護士（正職員／シフト制） 正社員 13100-4795541

特養介護士（シフト制） パート非常勤 13100-4796441

特養介護士（4時間勤務） パート非常勤 13100-4797741

デイサービス介護士 非常勤 13100-4798641

看護師（特養） 正社員 13100-4799941

運転手兼介護士（デイサービス） 非常勤 13100-4800441

清掃員 パート非常勤 13100-4801741

12 特定非営利活動法人　尚道手をつなぐ会
　たいよう 北区豊島５－３－３５　「たいよう事業所」 作業支援員 パート 13100-4741341

北区王子神谷１－９－７　エクステンド王子神谷１F　「ニチイケアセンター王子」 （契約）訪問介護非常勤ヘルパー パート 13090-25332841

北区滝野川１－６３－６　藤和シティコープ２０１　「ニチイケアセンター飛鳥山」 （契約）訪問介護非常勤ヘルパー パート 13090-25358841

北区赤羽北１－４－２２　「ニチイケアセンター赤羽」 （契約）グループホーム職員 パート 13090-25375841

北区王子神谷１－９－７　エクステンド王子神谷１Ｆ　「ニチイケアセンター王子」 訪問介護非常勤ヘルパー 契約社員 13090-25379741

常勤ケアマネージャー 正社員 13090-25392241

（契約）訪問介護非常勤ヘルパー 契約社員 13090-25404541

生活相談員 パート 13100-4921241

送迎運転手（デイサービス） パート 13100-4924741

看護師（正・准） 正社員 13110-11023341

看護師（正・准） パート 13110-11025241

介護職 正社員以外 13110-1102874115 医療法人社団　福寿会
足立区・北区・葛飾区に有する医療法人社団
福寿会の施設のいずれか

13 株式会社　ニチイ学館　池袋支店

北区滝野川１－６３－６　藤和シティコープ２０１
　「ニチイケアセンター飛鳥山」

14
有限会社　ワイケイ・エンタープライズ
LET'S倶楽部王子

北区王子３－２１－１　ヒルサイド王子市川ビル１Ｆ

9 医療法人社団　岩江クリニック 北区西が丘１－５－９

11 社会福祉法人　泉陽会　新町光陽苑 北区田端新町２－２７－１６

10 株式会社　ジャパンケアサービス

北区中十条１－４－７　インクリースビル３０１
　「ジャパンケア中十条　夜間訪問介護・訪問介護」
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ドライバー パート 13110-11029641

介護職（非常勤） パート 13110-11032841

北区東十条２－１０－１２　「グループホームあすか東十条」 介護スタッフ 正社員 13100-4915441

北区豊島３－１－１３　「グループホームあすか王子」 介護スタッフ 正社員 13100-4916741

北区豊島３－７－２　ヘルパーステーション「のぞみ」 訪問介護職（事務有） パート 13100-4701841

訪問看護 正社員 13100-4702241

訪問看護 パート 13100-4704441

介護職員（デイサービスセンターなでしこ） パート 13100-4705741

訪問看護（訪問看護STなでしこ） 正社員 13100-4706641

荒川区荒川４－５４－４　ヘルパーステーション「虹」 訪問介護職（事務有） パート 13100-4707941

調理補助 パート 13100-4709041

介護職 パート 13100-4710241

リハビリ職員 パート 13100-4716141

介護職（ほくとはなみずき通所リハビリ） パート 13100-4717041

北区志茂３－３－１７　「デイサービスもあ」 介護職 非常勤 13100-4858541

北区志茂３－１３－５　「みずべの苑訪問介護事業所」 ホームヘルパー パート 13100-4859441

看護師 正社員 13100-4860641

介護職 正社員 13100-4862141

介護職 契約社員 13100-4863041

介護職（夜勤専門） パート 13100-4867541

保育補助 パート 13070-44930441

保育士 正社員 13070-44931741

保育補助 パート 13070-44932641

保育士 正社員 13070-44933941

介護職員 正社員 13010-56627641

看護師 パート 13010-56629141

介護職員 パート 13010-56634741

送迎ドライバー パート 13010-56636941

サービス提供者 正社員 13070-41756441

ホームヘルパー パート 13070-41759941

北区志茂１－２８－７－１０１
　「志茂ニデイサービスセンター」

21 株式会社　やさしい手 北区赤羽２－６９－４　クリニックプラザ２１　３Ｆ

15 医療法人社団　福寿会
足立区・北区・葛飾区に有する医療法人社団
福寿会の施設のいずれか

17 東京ほくと医療生活協同組合

北区豊島３－１９－３　「王子訪問看護ステーション」

荒川区西尾区８－１３－９

北区東十条２－８－５　生協北診療所３F
　介護老人保健施設「ほくとはなみずき」

18 社会福祉法人　うらら

北区志茂３－６－５　「みずべの苑」（特養・ショート）

16 株式会社　矢嶋商店　グループホームあすか

19 株式会社　ポピンズ

北区田端６－１－１　田端アスカラワー２Ｆ
　「ポピンズナーサリースクール田端」

北区王子１－２３－５　王子ドラゴンスクエアビル４Ｆ
　「ポピンズナーサリースクール王子」

20 株式会社　愛誠会
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訪問介護職員（夜間パート）／赤羽 パート 13100-4900941

看護職員／赤羽 パート 13100-4901141

看護職員（一般職）／赤羽 正社員 13100-4903341

訪問介護員（王子・西ヶ原・赤羽） パート 13100-4904841

介護職員 正社員 13090-23501641

（契約）介護職員 パート 13090-23509441

（契約）介護職員 正社員以外 13090-23510641

訪問介護員 正社員 13100-4811141

訪問介護員 常勤 13100-4812041

訪問介護員（事務含む） パート 13100-4813341

訪問介護員 パート 13100-4814841

介護職員（特養／あじさい荘） 非常勤 13100-4868441

介護職員（特養／つつじ荘） 非常勤 13100-4869741

介護職員（在宅／あじさい荘） 非常勤 13100-4870141

介護職員（在宅／つつじ荘） 非常勤 13100-4871041

介護職員（あじさい荘／在宅） パート臨時職員 13100-4872341

介護職員（つつじ荘／在宅） パート臨時職員 13100-4873841

看護職員（特養／あじさい荘） 正社員 13100-4875541

看護職員（特養／つつじ荘） 正社員 13100-4879941

訪問介護員（あじさい荘） 正社員以外 13100-4880341

介護職員（デイサービス） パート 13100-4906541

ドライバー兼保守 パート 13100-4907441

ホームヘルパー パート 13100-4909641

27 社会福祉法人　こうほうえん 北区浮間５－１３－１ 介護職員 正社員 13100-4919141

ヘルパー（デイ） 正社員 13100-4719841

ヘルパー（グループホーム） 正社員 13100-4721741

ヘルパー（小規模多機能施設） 正社員 13100-4723941

北区神谷１－１０－１６　ヴィオクレスト神谷１F
　「トキ・ホームヘルプステイション」 ヘルパー（在宅） 正社員 13100-4724141

介護福祉士（デイ） 正社員 13100-4725041

介護福祉士（グループホーム） 正社員 13100-4731141

26
社会福祉法人　ウエルガーデン
ウエルガーデン西が丘園

北区西が丘３－１６－２７

北区東十条６－５－１５　「アイムス赤羽」

24 オリンピア興業　株式会社
北区赤羽１－７－９　赤羽第一葉山ビル７Ｆ
　「アシスト赤羽ケアセンター」

25 社会福祉法人　北区社会福祉事業団

北区中十条４－１６－３２
　「特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘」
　「高齢者在宅サービスセンター清水坂あじさい荘」
　「北区立高齢者在宅サービスセンター清水坂
　　あじさい荘」

北区上中里２－４５－２
　「特別養護老人ホーム上中里つつじ荘」
　「高齢者在宅サービスセンター上中里つつじ荘」
　「北区立高齢者在宅サービスセンター上中里
　　つつじ荘」

22 宝ケア　株式会社

北区王子本町１－２５－１８
北区西ヶ原３－１－１２　西ヶ原創美ハイツ１Ｆ
北区赤羽２－１７－１２
　「宝ケアサービス」
　「宝ケア訪問看護ステーション」

28 株式会社　ケアネット・トキ

23 株式会社ハンドベル・ケア

北区神谷１－２２－８　「介護複合施設TOKI」

北区神谷１－２２－８　「介護複合施設TOKI」
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介護福祉士（小規模多機能施設） 正社員 13100-4732041

北区神谷１－１０－１６　ヴィオクレスト神谷１F
　「トキ・ホームヘルプステイション」 介護福祉士（在宅） 正社員 13100-4733341

ケアマネージャー（デイ） 正社員 13100-4734841

ケアマネージャー（グループホーム） 正社員 13100-4735241

ケアマネージャー（小規模多機能施設） 正社員 13100-4736541

北区神谷１－１０－１６　ヴィオクレスト神谷１F
　「トキ・ホームヘルプステイション」 ケアマネージャー（在宅） 正社員 13100-4740041

ケアワーカー（デイ） 非常勤 13100-4699441

ケアワーカー（特養） 非常勤 13100-4700341

板橋区高島平８－１－１　「高島平診療所」 介護福祉士 パート 13090-24536741

板橋区小豆沢１－６－８　「小豆沢病院」 介護福祉士 正社員 13090-24541241

北区赤羽北３－８－７　「桐ヶ丘訪問看護ステーション」 看護師 正社員 13090-24542541

北区赤羽台３－１７　桐ヶ丘団地Ｅ－４5　「桐ヶ丘団地診療所」 看護師 正社員 13090-24545641

板橋区小豆沢１－９－１４　「小豆沢病院　訪問看護ステーション」 看護師 正社員 13090-24550541

板橋区坂下３－７－６　「介護老人保健施設　志村さつき苑」 介護福祉士及びヘルパー 正社員 13090-24556041

31 社会福祉法人　東京都知的障害者育成会　北区立若葉福祉園 北区赤羽西６－９－２ 知的障害者の活動援助 パート産休代替 13100-4823241

訪問入浴ヘルパー　 パート 13070-44021141

訪問入浴オペレーター　 パート 13070-44032841

訪問入浴ヘルパー　 正社員 13070-44034541

ホームヘルパー パート 13070-44039141

ホームヘルパー 正社員 13070-44041241

サービス提供者責任者 正社員 13070-44046941

サービス提供者責任者 正社員 13070-44050541

ホームヘルパー パート 13070-44053641

ホームヘルパー 正社員 13070-44056041

デイサービス送迎ドライバー パート 13070-44061641

デイサービスヘルパー パート 13070-44079741

33 東京ふれあい医療生活協同組合 北区堀船３－３０－１６　「ほほえみヘルパーステーション」 介護職員 パート 13100-4930541

※求人内容が変更されている場合もありますので、求人票をご確認ください。

30 医療法人社団　健康文化会

アースサポート　株式会社32

28 株式会社　ケアネット・トキ

29

北区桐ヶ丘１－１６－２６
　在宅サービスセンター、特別養護老人ホーム
　「北区立桐ヶ丘やまぶき荘」社会福祉法人　東京聖労院

北区神谷１－２２－８　「介護複合施設TOKI」

北区神谷１－２２－８　「介護複合施設TOKI」

北区王子５－１７－２２
　「アースサポート王子神谷」

北区王子５－１７－２２
「アースサポート王子神谷」

北区志茂２－４０－７
　「アースサポート赤羽」


