
ブース
番号 事業所名 事業所所在地 職　　種 雇用形態 求人番号

デイサービスヘルパー パート 13070-2941

デイサービス送迎ドライバー パート 13070-3141

訪問入浴ヘルパー パート 13070-4041

訪問入浴オペレーター パート 13070-5341

訪問入浴ヘルパー 正社員 13070-6841

ホームヘルパー パート 13070-11941

ホームヘルパー 正社員 13070-16241

サービス提供責任者 正社員 13070-25541

サービス提供責任者 正社員 13070-35741

ホームヘルパー パート 13070-38141

ホームヘルパー 正社員 13070-39041

保育補助 パート 13100-293441

保育士 正規職員 13100-294741

保育補助 パート 13100-295641

保育士 正規職員 13100-296941

看護職員 正社員 13100-401841

ホームヘルパー パート 13100-405741

介護職員（通所介護） パート 13100-406641

看護職員（デイサービス） 正社員 13100-448941

生活支援員 正社員 13100-237741

生活支援員（非常勤） 非常勤職員 13100-238641

常勤介護職員 正社員 13100-239941

訪問介護員 正社員以外 13100-240341

非常勤介護職員 非常勤職員 13100-241841

看護職員 正社員 13100-242241

看護職員 パート 13100-243541

非常勤介護職員 非常勤職員 13100-244441

看護職員 正社員 13100-245741

看護職員 臨時職員 13100-246641

2

3
社会福祉法人　東京都社会福祉事業協会
特別養護老人ホーム　北区立浮間さくら荘

北区浮間３－１１－２６

4

社会福祉法人東萌会　西ヶ原東保育園 北区西ヶ原３－１９－１１

社会福祉法人東萌会　西ヶ原南保育園 北区西ヶ原４－５１－２８

社会福祉法人　北区社会福祉事業団 北区上中里２－４５－２

「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
26.1.14現在

1 アースサポート株式会社 渋谷区本町１－４－１４
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「福祉のしごと総合フェア」求人一覧表
26.1.14現在

介護職員 臨時職員 13100-247941

契約グループホーム介護職員 契約社員 13090-1865941

常勤ケアマネージャー 正社員 13090-1869841

契約訪問介護非常勤ヘルパー 契約社員 13090-1877841

契約訪問介護常勤ヘルパー 契約社員 13090-1880941

契約訪問介護非常勤ヘルパー 契約社員 13090-1883341

契約訪問介護常勤ヘルパー 契約社員 13090-1884841

移動支援・居宅支援 パート 13100-386041

知的障がい者の生活支援 契約社員 13100-387341

サービス提供責任者 正社員 13070-1923741

ホームヘルパー パート 13070-1930441

介護職（入所） 正社員 13110-780441

介護職（非常勤） パート 13110-782641

看護 正社員 13110-785041

保育士 正社員 13070-2982341

保育士 正社員 13070-2983841

保育補助 パート 13070-2984241

保育補助 パート 13070-2985541

訪問介護員 正社員以外 13100-166641

訪問介護員 パート 13100-167941

訪問介護員 パート 13100-169041

看護師 正社員 13090-32141

看護師 正社員 13090-35841

看護師 正社員 13090-38441

看護師 正社員 13090-98941

看護師 正社員 13100-157741

訪問看護師 正社員 13100-161841

介護職員 パート 13100-163541

介護職員 パート 13100-164441

6

8

渋谷区広尾５－６－６　広尾プラザ５Ｆ

7 目黒区大橋２－２４－３　中村ビル４Ｆ

医療法人社団　福寿会 足立区梅田７－１８－１１

9 株式会社ポピンズ

北区赤羽１－７－９　赤羽第一葉山ビル７Ｆ

11 医療法人財団　健康文化会 板橋区小豆沢１－６－８

12 東京ふれあい医療生活協同組合 北区堀船３－３１－１５

株式会社やさしい手

10 オリンピア興業株式会社　赤羽事務所

社会福祉法人　ドリームヴイ
北区上十条２－１－１２

4
社会福祉法人　北区社会福祉事業団 北区上中里２－４５－２

5 株式会社　ニチイ学館　池袋支店
豊島区西池袋１－１１－１
メトロポリタンプラザビル１１Ｆ
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ケアマネージャー パート 13100-165741

13 合同会社Ｙ・Ｙ　わいわいデイサービスセンター北区赤羽西５－１２－４－１０９ 介護職 パート 13100-187841

介護士 非常勤 13100-306241

介護士 非常勤 13100-307541

介護士 非常勤 13100-308441

介護士 非常勤 13100-310141

介護士 非常勤 13100-329041

15 株式会社メディカルコーポレーション 愛知県名古屋市東区泉１－１９－８　フロンティアビル４Ｆ 介護職員 パート 23010-88941

相談支援指導員 正社員 13100-388841

児童デイサービススタッフ 正社員 13100-389241

児童デイサービススタッフ 正社員 13100-390741

児童デイサービススタッフ 正社員 13100-391641

保育士 パート 13100-392941

訪問介護員 正社員 11010-509541

サービス提供責任者 正社員 11010-510941

訪問介護員 パート 11010-515241

介護職員 パート 11010-522841

保育士 正社員 13100-299341

保育士 正社員 13100-300641

介護職員 正社員 13100-301941

介護スタッフ パート 13010-17816132

介護スタッフ 契約社員 13010-17926632

介護スタッフ パート 13010-17928332

管理者候補 正社員以外 13010-17934632

看護職員 正社員 13100-248141

ケアマネージャー　 正社員 13100-284541

デイサービス介護職員 パート 13100-285441

訪問介護員 パート 13100-287641

訪問介護／事務有 パート 13100-311041

12 東京ふれあい医療生活協同組合 北区堀船３－３１－１５

14 社会福祉法人　泉陽会　新町光陽苑 北区田端新町２－２７－１６

16 北区上十条１－１９－６

17 株式会社ビーステップ 埼玉県川口市領家１－２４－１

特定非営利活動法人　つみき

社会福祉法人こうほうえん 北区浮間５－１３－１

21 東京ほくと医療生活協同組合 北区東十条２－８－５

20 宝ケア株式会社 北区王子本町１－２５－１８

19 株式会社日本ケアリンク 千代田区神田錦町３－１５　ＮＴＦ竹橋ビル６Ｆ

18
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介護職 パート 13100-313841

介護職 パート 13100-314241

調理補助 パート 13100-316441

リハビリ職員 パート 13100-317741

介護職（夜勤のみ） パート 13100-318641

介護職　 パート 13100-319941

運転手 パート 13100-320341

訪問看護 正社員 13100-321841

訪問看護 パート 13100-322241

リハビリ職員 パート 13100-323541

訪問看護 正社員 13100-324441

訪問看護 パート 13100-325741

リハビリ職員 パート 13100-326641

訪問介護職 パート 13100-327941

デイサービススタッフ パート 13100-393141

訪問介護ヘルパー パート 13100-394041

訪問介護ヘルパー（夜勤） パート 13100-395341

訪問介護ヘルパー 正社員 13100-396841

送迎ドライバー　 パート 13100-397241

23 医療法人社団はなぶさ　赤羽整形リウマチクリニック 北区赤羽西１－１７－８ 介護職員 パート 13100-172441

サービス提供責任者 正社員 13100-398541

訪問介護員 正社員 13100-399441

訪問介護員 パート 13100-400341

保育士 パート 13070-3661241

保育士 正社員 13070-3666941

作成中

ケアスタッフ 正社員 13060-272341

ケアスタッフ パート 13060-273841

24
株式会社愛総合福祉
「愛・訪問介護ステーション滝野川」

北区滝野川１－７２－８　宮原ビル１０１

25 株式会社ゴーエスト 渋谷区千駄ヶ谷４－１２－８　ＳＳＵビル１Ｆ

27 ワタミの介護株式会社 大田区羽田１－１－３

医療法人社団　岩江クリニック 北区西が丘１－５－９22

株式会社ニチイケアパレス
千代田区神田駿河台２－５－１２
ＮＯＦ駿河台プラザビル６Ｆ

26

21 東京ほくと医療生活協同組合 北区東十条２－８－５
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夜勤専門介護スタッフ パート 13060-276441

看護師 正社員 13100-408141

看護師 パート 13100-410241

ホームヘルパー パート 13100-411541

介護職 正社員 13100-413741

介護職 契約社員 13100-414641

介護職 正社員 13100-441341

介護職 非常勤職員 13100-442841

介護職（夜間専門） パート 13100-443241

作成中

セントケア東京株式会社　セントケアホーム浮間 北区浮間３－１１－４ グループホーム介護スタッフ パート 13100-426341

訪問入浴ケアスタッフ　 パート 13100-432041

訪問入浴ケアスタッフ　 正社員 13100-433341

訪問入浴オペレーター 正社員 13100-434841

看護師（訪問入浴） 正社員 13100-435241

※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。

セントケア東京株式会社　セントケア赤羽 北区志茂２－５０－２　グランドメゾン赤羽１０２

29 株式会社愛誠会 千代田区丸の内２－２－２

28 社会福祉法人　うらら 北区志茂３－６－５

27 ワタミの介護株式会社 大田区羽田１－１－３

30


