介護スタッフ
入社日

（正社員）

応相談

施設概要

ウェルケアテラス氷川台（練馬区）

有楽町線「氷川台駅」徒歩6分

介護付有料老人ホーム

ウェルケアガーデン馬事公苑（世田谷区） 東急線「桜新町駅」徒歩19分

小田急線「千歳船橋駅」バス7分
各線「渋谷駅」バス25分

東急線「三軒茶屋駅」バス15分
ウェルケアテラス谷津（千葉県）

京成本線「谷津駅」徒歩1分

ウェルケアテラス川口元郷（埼玉県）

埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」バス10分
JR線「川口駅」バス15分
日暮里舎人ライナー「舎人駅」「谷在家駅」バス10分

ウェルケアガーデン久が原（大田区）

東急線「池上駅」徒歩13分
都営浅草線「西馬込駅」徒歩15分
東急線「田園調布駅」バス20分

ウェルケアテラス新座（埼玉県）
※3/1オープン

武蔵野線「新座駅」徒歩15分
武蔵野線「志木駅」バス7分 （野火止大門下車）

勤務地

私たち

、高齢者が

「元気になる介護」

東急線「久が原駅」徒歩13分
JR線「蒲田駅」バス15分
各線「川崎駅」バス30分

を実践しています！例え ・・・

●車イスだった方が歩けるようになった！
●オムツをしていた方がトイレで排泄できるようになった！
など、私たちが普段している「当たり前
仕事内容

【具体的に …】
ご入居者に対する介護業務全般になります。
ご入居者を自室から食事フロアにお連れする、薬を配る、食事 見守り、食事 片付け、歯磨き 見守り、
お風呂 見守り、体操 手伝い、ご入居者 記録集計（水分補給・排泄・お風呂・血圧など）、深夜 安否確認など。
■充実した研修がある

資格・経験

で、経験や知識がなくても大丈夫！安心してお仕事を始められます！■

不問 ※経験者優遇 ※未経験可（資格や知識がない方も、活躍中です！）
【採用実績】

給与

ことができるようになる」介護です。

月給26万円 年収見込370万円
月給24万円 年収見込340万円

（30代・実務経験5年・介護福祉士）
（30代・未経験・ヘルパー2級）

月給21万円～27万円
※別途残業代全額支給 ※資格手当・夜勤手当・深夜手当支給 ※資格を複数保有している場合 、最高手当額
※資格手当 介護福祉士10,000円 実務者研修修了9,000円 初任者研修修了3,000円 ヘルパー2級3,000円 他

♪フジサンケイグループならで
福利厚生

資格

み適用

福利厚生が充実♪

資格手当、資格支援制度、医療保険加入（会社負担）、ユニフォーム貸与、スタッフルーム完備、施設内で 職員食有

社員旅行また 豪華ディナー、忘年会パーティー、誕生日ギフト（カタログから選べます）
グループ販売割引（ディノス、セシール）、レンタカー・フィットネスクラブ等特別料金制度
保養所利用可（勝浦、箱根、京都、そ 他各地にフジサンケイグループ 保養所あり）
フロアリーダー→介護副主任→介護主任 → 生活相談員、ケアマネジャー、ケアディレクター、ホーム長など

キャリアパス

勤務時間
残 業
休 日
給与支払
昇 給
加入保険

中途採用研修、自立支援介護理論研修、技術研修、新規オープニング研修、ケアマネ研修、看護研修、ケアディレクター
研修、OJT指導者研修、新卒採用研修、など、様々な研修で、あなた スキルアップを支援します！
原則として 早番／7：00～16：00 日勤／9：00～18：00 遅番／11：00～20：00 夜勤／16：30～翌9：30
変形労働時間制（1ヵ月単位） ※31日/月
月0～10時間程度 ※残業
シフト制 月9日休（2月

場合・・・177時間勤務、30日/月

ほとんどありません ※残業時

組合せ

場合・・・171時間勤務

法定どおり支給

月8日休） ※年間休日／107日＋誕生日休暇1日=108日

年次有給休暇（勤続6ヶ月後10日付与 6年6ヶ月以上20日付与）、慶弔･産休･育児･介護・誕生日など 特別休暇制度あり
末日締め翌月25日払、指定銀行口座振込
通勤交通費 全額支給 ※条件によりバス代支給あり
昇給制度あり 年1回 （4月）

年2回 （6月、12月）
賞与
退職金制度 無

健康 ・ 厚生 ・ 雇用 ・ 労災

定年制
選考方法

60歳

※定年後

シニアスタッフとして 再雇用あり（労働条件変更あり）

書類選考→面接→内定 （面接場所

各施設また 御茶ノ水オフィスです）

問合せ先 ： 株式会社サンケイビルウェルケア 人事総務課

TEL ： ０１２０－１１４－８７０
e-mail ： recruit@sankeiwellcare.com
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 NBF御茶ノ水ビル
（JR線・丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩4分 千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩7分）

介護スタッフ
入社日

勤務地

時給

（パート）

応相談

施設概要

ウェルケアテラス氷川台（練馬区）

有楽町線「氷川台駅」徒歩6分

ウェルケアガーデン馬事公苑（世田谷区）

東急線「桜新町駅」徒歩19分
東急線「三軒茶屋駅」バス15分

ウェルケアテラス谷津（千葉県）

京成本線「谷津駅」徒歩1分

ウェルケアガーデン久が原（大田区）

東急線「池上駅」徒歩13分
都営浅草線「西馬込駅」徒歩15分
東急線「田園調布駅」バス20分

ウェルケアテラス新座（埼玉県）
※3/1オープン

武蔵野線「新座駅」徒歩15分
武蔵野線「志木駅」バス7分 （野火止大門下車）

介護付有料老人ホーム

小田急線「千歳船橋駅」バス7分
各線「渋谷駅」バス25分

東急線「久が原駅」徒歩13分
JR線「蒲田駅」バス15分
各線「川崎駅」バス30分

950円～1300円
※別途残業代全額支給 ※夜勤手当・深夜手当支給

勤務時間

残 業

休日

通勤交通費

①7：00～16：00 ②9：00～18：00 ③11：00～20：00 ④16:30～9:30
※勤務日数・曜日・時間等、ご相談ください

月0～10時間程度
※残業はほとんどありません ※残業時は法定どおり支給
勤務日数・曜日により相談可
有給休暇（法定どおり支給）

全額支給 ※条件によりバス代支給あり

私たちは、高齢者が

「元気になる介護」

を実践しています！例えば・・・

●車イスだった方が歩けるようになった！
●オムツをしていた方がトイレで排泄できるようになった！
など、私たちが普段している「当たり前のことができるようになる」介護です。
仕事内容

【具体的には…】
ご入居者に対する介護業務全般になります。
ご入居者を自室から食事フロアにお連れする、薬を配る、食事の見守り、食事の片付け、歯磨きの見守り、
お風呂の見守り、体操の手伝い、ご入居者の記録集計（水分補給・排泄・お風呂・血圧など）、深夜の安否確認など。
■充実した研修があるので、経験や知識がなくても大丈夫！安心してお仕事を始められます！■

資格・経験

経験者優遇
未経験可（資格をお持ちの方）

福利厚生

ユニフォーム貸与、スタッフルーム完備、施設内での職員食有
グループ販売割引（ディノス、セシール）
選考方法

書類選考→面接→内定 （面接場所は各施設または御茶ノ水オフィスです）

問合せ先 ： 株式会社サンケイビルウェルケア 人事総務課

TEL ： ０１２０－１１４－８７０
e-mail ： recruit@sankeiwellcare.com
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 NBF御茶ノ水ビル
（JR線・丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩4分 千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩7分）

介護スタッフ
入社日

（パート）
施設概要

応相談

介護付有料老人ホーム

ウェルケアテラス川口元郷（埼玉県）
勤務地

埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」バス10分

日暮里舎人ライナー「舎人駅」「谷在家駅」バス10分

■車・バイク通勤OK！

時給

1,070円～
※別途残業代全額支給 ※夜勤手当・深夜手当支給 ※処遇改善手当支給

勤務時間

①7：00～16：00 ②8：00～17：00 ③9：00～18：00 ④10：00～19：00
翌9:30

⑤11：00～20：00 ⑥16:30～

※勤務日数・曜日・時間等、ご相談ください

残 業

休日

通勤交通費

月0～10時間程度
※残業 ほとんどありません ※残業時

法定どおり支給

勤務日数・曜日により相談可
有給休暇（法定どおり支給）

全額支給 ※条件によりバス代支給あり

私たち

、高齢者が

「元気になる介護」

を実践しています！例え ・・・

●車イスだった方が歩けるようになった！
●オムツをしていた方がトイレで排泄できるようになった！
など、私たちが普段している「当たり前
仕事内容

ことができるようになる」介護です。

【具体的に …】
ご入居者に対する介護業務全般になります。
ご入居者を自室から食事フロアにお連れする、薬を配る、食事 見守り、食事 片付け、歯磨き 見守り、
お風呂 見守り、体操 手伝い、ご入居者 記録集計（水分補給・排泄・お風呂・血圧など）、深夜 安否確認など。
■充実した研修がある

で、経験や知識がなくても大丈夫！安心してお仕事を始められます！■

資格・経験

経験者優遇
未経験可（資格をお持ち

福利厚生

ユニフォーム貸与、スタッフルーム完備、施設内で
グループ販売割引（ディノス、セシール）
選考方法

方）
職員食有

書類選考→面接→内定 （面接場所

各施設また

御茶ノ水オフィスです）

問合せ先 ： 株式会社サンケイビルウェルケア 人事総務課

TEL ： ０１２０－１１４－８７０
e-mail ： recruit@sankeiwellcare.com
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 NBF御茶ノ水ビル
（JR線・丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩4分 千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩7分）

介護主任
入社日

（正社員）

応相談

施設概要

ウェルケアテラス氷川台（練馬区）

有楽町線「氷川台駅」徒歩6分

介護付有料老人ホーム

ウェルケアガーデン馬事公苑（世田谷区） 東急線「桜新町駅」徒歩19分

小田急線「千歳船橋駅」バス7分
各線「渋谷駅」バス25分

東急線「三軒茶屋駅」バス15分
ウェルケアテラス谷津（千葉県）

京成本線「谷津駅」徒歩1分

ウェルケアテラス川口元郷（埼玉県）

埼玉高速鉄道線「川口元郷駅」バス10分
JR線「川口駅」バス15分
日暮里舎人ライナー「舎人駅」「谷在家駅」バス10分

ウェルケアガーデン久が原（大田区）

東急線「池上駅」徒歩13分
都営浅草線「西馬込駅」徒歩15分
東急線「田園調布駅」バス20分

ウェルケアテラス新座（埼玉県）
※3/1オープン

武蔵野線「新座駅」徒歩15分
武蔵野線「志木駅」バス7分 （野火止大門下車）

勤務地

私たち

、高齢者が

「元気になる介護」

東急線「久が原駅」徒歩13分
JR線「蒲田駅」バス15分
各線「川崎駅」バス30分

を実践しています！例え ・・・

●車イスだった方が歩けるようになった！
●オムツをしていた方がトイレで排泄できるようになった！
仕事内容

など、私たちが普段している「当たり前

【具体的に

ことができるようになる」介護です。

…】

介護スタッフ

教育やシフト管理、採用面接、など 管理業務がメインとなります。

ご入居者を自室から食事フロアにお連れする、薬を配る、食事 見守り、食事 片付け、歯磨き 見守り、
お風呂 見守り、体操 手伝い、ご入居者 記録集計（水分補給・排泄・お風呂・血圧など）、深夜 安否確認など。
資格・経験

介護経験5年以上 介護福祉士、社会福祉士など
リーダー・主任経験あれ 尚可
【採用実績】

給与

月給29万円 年収見込430万円

（30代・介護福祉士・主任経験あり）

月給28万円～32万円
※別途残業代全額支給 ※資格手当・夜勤手当・深夜手当支給
※資格を複数保有している場合 、最高手当額 資格 み適用
※資格手当 社会福祉士20,000円 介護福祉士10,000円 実務者研修修了9,000円他

♪フジサンケイグループならで
福利厚生

福利厚生が充実♪

資格手当、資格支援制度、医療保険加入（会社負担）、ユニフォーム貸与、スタッフルーム完備、施設内で

職員食有

社員旅行また 豪華ディナー、忘年会パーティー、誕生日ギフト（カタログから選べます）
グループ販売割引（ディノス、セシール）、レンタカー・フィットネスクラブ等特別料金制度
保養所利用可（勝浦、箱根、京都、そ 他各地にフジサンケイグループ 保養所あり）

介護主任 →生活相談員、ケアマネジャー、 ケアディレクター、ホーム長
キャリアパス 中途採用研修、自立支援介護理論研修、技術研修、新規オープニング研修、ケアマネ研修、看護研修、ケアディレクター

研修、OJT指導者研修、新卒採用研修、など、様々な研修で、あなた
勤務時間
残 業
休 日
給与支払
昇 給
加入保険

スキルアップを支援します！

原則として 早番／7：00～16：00 日勤／9：00～18：00 遅番／11：00～20：00 夜勤／16：30～翌9：30
変形労働時間制（1ヵ月単位） ※31日/月
月0～10時間程度 ※残業
シフト制 月9日休（2月

場合・・・177時間勤務、30日/月

ほとんどありません ※残業時

組合せ

場合・・・171時間勤務

法定どおり支給

月8日休） ※年間休日／107日＋誕生日休暇1日=108日

年次有給休暇（勤続6ヶ月後10日付与 6年6ヶ月以上20日付与）、慶弔･産休･育児･介護・誕生日など 特別休暇制度あり
末日締め翌月25日払、指定銀行口座振込
通勤交通費 全額支給 ※条件によりバス代支給あり
年2回 （6月、12月）
賞与
退職金制度 無

昇給制度あり 年1回 （4月）
健康 ・ 厚生 ・ 雇用 ・ 労災

定年制
選考方法

60歳

※定年後

シニアスタッフとして

再雇用あり（労働条件変更あり）

書類選考→1次面接→2次面接→内定 （面接場所

各施設また

御茶ノ水オフィスです）

問合せ先 ： 株式会社サンケイビルウェルケア 人事総務課

TEL ： ０１２０－１１４－８７０
e-mail ： recruit@sankeiwellcare.com
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-11 NBF御茶ノ水ビル
（JR線・丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩4分 千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩7分）

