【大学/大学院新卒・求人票】

株式会社サンケイビルウェルケア ≪フジサンケイグループ≫
募集職種
入社日
会社概要

正社員
雇用形態
介護付有料老人ホーム
施設概要
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！"などご入居者のできることを
少しずつ増やしていく介護に取り組んでいます。
総合職

2018年4月1日

【介護士の仕事内容】
ご入居者に対する介護業務全般です
ご入居者を自室から食事フロアに連れてくる、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、
歩行練習、ご入居者の記録集計（水分提供・排泄・お風呂・血圧など）、就寝後の安否確認 等

★学科、資格は問いません
★入社後は数年間介護士として現場を経験していただき、将来下記のようなキャリアもございます。
介護主任、施設長、ケアマネジャー、機能訓練士、生活相談員、運営支援、研修教育担当、研修・セミナー講師、広報、
開発・設備、営業、経営管理、人事採用担当 等
～例えば数年後には～

【人事採用担当の仕事内容】
仕事内容

中途採用（看護師、介護士）、新卒採用、ナビサイトの管理、求人票の作成、
応募者の管理、人材紹介会社、派遣会社との折衝、求人媒体会社との打合せ、出稿媒体の選定
合同説明会への参加、運営、セミナーなどのイベントを企画、準備、サポート、入社書類作成

【生活相談員の仕事内容】
老人ホームでの相談業務全般です
新規ご入居者の契約、施設見学の対応、ご入居者・ご家族の日常生活や介護に関する相談業務、
アセスメントの実施、サービス計画書作成、スタッフ間の情報共有 等

【ケアマネージャーの仕事内容】
ケアプランの作成（ケアプランを作成し、ご入居者及びご家族に説明、同意、交付）、
アセスメントの実施（ご入居者の心身の状態、ご家族の状況などを把握し、生活上の課題を分析）
モニタリング（定期的なモニタリングの実施、サービス内容の確認）
サービス担当者会議の運営（会議の開催、議事録作成）
介護保険請求業務（専用ソフトを使用し、ご入居者の状況、外泊、入院、加算状況の確認、介護請求書類作成）

★適性に応じてさまざまなキャリア選択が可能になるよう、ジョブロテーションや研修の機会を豊富に設けております。

★未経験歓迎！充実した研修制度があるので介護の知識がなくても安心してお仕事を始められます。
研修制度

勤務地

勤務時間
残 業
休 日

新入社員研修（約5か月間）、新入社員フォローアップ研修、自立支援介護理論研修、技術研修、OJT指導者研修、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、中途採用研修など、充実した研修と資格支援制度で、社員のスキルアップをサポートします
①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
②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
③ウェルケアテラス谷津（千葉県）
京成本線「谷津駅」徒歩1分
④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
⑤ウェルケアガーデン久が原（大田区）
東急池上線「池上駅」徒歩13分
都営浅草線「西馬込駅」徒歩15分
⑥ウェルケアテラス新座（埼玉県）
武蔵野線「新座駅」徒歩15分

小田急線「千歳船橋駅」バス7分
各線「渋谷駅」バス25分
JR線「川口駅」バス15分
東急池上線「久が原駅」徒歩13分
各線「蒲田駅」バス13分 他
東武東上線「志木」駅バス7分

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 の組合せ ※施設により時間は多少異なります
変形労働時間制（1ヵ月単位） ※31日/月の場合・・・177時間勤務、30日/月の場合・・・171時間勤務
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
シフト制 月9日休（2月は月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・誕生日などの特別休暇制度あり

★フジサンケイグループならではの充実した福利厚生
福利厚生

資格手当、資格支援制度、医療保険加入（会社負担）、社員旅行または豪華ディナー、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、その他各地にフジサンケイグループの
保養所あり）、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
基本給

136,000

職務手当・評価手当

30,000

地域手当

10,000～
基準内賃金

給与

15,000

176,000円～

夜勤手当（月4回）

181,000円

20,000

深夜手当（月4回の場合、24h）

6,084

残業（月10hの場合）

12,675

資格手当

月給（見込） 214,759円～
219,759円
※年収（見込/賞与含） 約298.5万円～304.5万円 ※資格手当別途支給

ケアマネジャー
社会福祉士
介護福祉士
介護職員実務者研修修了
介護職員基礎研修修了
社会福祉主事任用資格・ヘルパー1級
介護初任者研修終了・ヘルパー2級
介護報酬請求事務

※資格を複数保有している場合は、最高手当額の資格のみ適用 ※地域手当は配属先により異なります

給与支払

末日締め翌月25日払、指定銀行口座振込

昇給・賞与

昇給制度あり 年1回 （4月） 賞与年2回 （6月、12月） ※昨年実績3ヶ月

退職金制度

無

通勤交通費 全額支給 ※条件によりバス代支給あり
加入保険
定年制

選考方法

健康 ・ 厚生 ・ 雇用 ・ 労災
60歳

※定年後はシニアスタッフとしての再雇用あり（労働条件変更あり）

会社説明会→1次面接→2次面接→役員面接→内定

会社説明会 平日10:00～/14:00～ （所要時間：60～90分程度） 持ち物：筆記用具・履歴書
日程
※マイナビ・あさがくナビ（3月～）もしくはメール・お電話でご予約ください

問合せ先：株式会社サンケイビルウェルケア 新卒採用担当 萱沼（かやぬま）・中西

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）
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【短大/専門学校新卒・求人票】

株式会社サンケイビルウェルケア ≪フジサンケイグループ≫
募集職種
入社日
会社概要

正社員
雇用形態
介護付有料老人ホーム
施設概要
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！"などご入居者のできることを
少しずつ増やしていく介護に取り組んでいます。
総合職

2018年4月1日

【介護士の仕事内容】
ご入居者に対する介護業務全般です
ご入居者を自室から食事フロアに連れてくる、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、
歩行練習、ご入居者の記録集計（水分提供・排泄・お風呂・血圧など）、就寝後の安否確認 等

★学科、資格は問いません
★入社後は数年間介護士として現場を経験していただき、将来下記のようなキャリアもございます。
介護主任、施設長、ケアマネジャー、機能訓練士、生活相談員、運営支援、研修教育担当、研修・セミナー講師、広報、
開発・設備、営業、経営管理、人事採用担当 等
～例えば数年後には～

【人事採用担当の仕事内容】
仕事内容

中途採用（看護師、介護士）、新卒採用、ナビサイトの管理、求人票の作成、
応募者の管理、人材紹介会社、派遣会社との折衝、求人媒体会社との打合せ、出稿媒体の選定
合同説明会への参加、運営、セミナーなどのイベントを企画、準備、サポート、入社書類作成

【生活相談員の仕事内容】
老人ホームでの相談業務全般です
新規ご入居者の契約、施設見学の対応、ご入居者・ご家族の日常生活や介護に関する相談業務、
アセスメントの実施、サービス計画書作成、スタッフ間の情報共有 等

【ケアマネージャーの仕事内容】
ケアプランの作成（ケアプランを作成し、ご入居者及びご家族に説明、同意、交付）、
アセスメントの実施（ご入居者の心身の状態、ご家族の状況などを把握し、生活上の課題を分析）
モニタリング（定期的なモニタリングの実施、サービス内容の確認）
サービス担当者会議の運営（会議の開催、議事録作成）
介護保険請求業務（専用ソフトを使用し、ご入居者の状況、外泊、入院、加算状況の確認、介護請求書類作成）

★みなさんの適性に応じてさまざまなキャリア選択が可能になるよう、ジョブロテーションや研修の機会を豊富に設けております。

★未経験歓迎！充実した研修制度があるので介護の知識がなくても安心してお仕事を始められます。
研修制度

勤務地

勤務時間
残 業
休 日

新入社員研修（約5か月間）、新入社員フォローアップ研修、自立支援介護理論研修、技術研修、OJT指導者研修、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、中途採用研修など、充実した研修と資格支援制度で、社員のスキルアップをサポートします
①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
②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
③ウェルケアテラス谷津（千葉県）
京成本線「谷津駅」徒歩1分
④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
⑤ウェルケアガーデン久が原（大田区）
東急池上線「池上駅」徒歩13分
都営浅草線「西馬込駅」徒歩15分
⑥ウェルケアテラス新座（埼玉県）
武蔵野線「新座駅」徒歩15分

小田急線「千歳船橋駅」バス7分
各線「渋谷駅」バス25分
JR線「川口駅」バス15分
東急池上線「久が原駅」徒歩13分
各線「蒲田駅」バス13分 他
東武東上線「志木」駅バス7分

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 の組合せ ※施設により時間は多少異なります
変形労働時間制（1ヵ月単位） ※31日/月の場合・・・177時間勤務、30日/月の場合・・・171時間勤務
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
シフト制 月9日休（2月は月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・誕生日などの特別休暇制度あり

★フジサンケイグループならではの充実した福利厚生
福利厚生

資格手当、資格支援制度、医療保険加入（会社負担）、社員旅行または豪華ディナー、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、その他各地にフジサンケイグループの
保養所あり）、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
基本給

134,000

職務手当・評価手当

30,000

地域手当

10,000～
基準内賃金

給与

15,000

174,000円～

夜勤手当（月4回）

179,000円

20,000

深夜手当（月4回の場合、24h）

6,015

残業（月10hの場合）

12,531

資格手当

ケアマネジャー
社会福祉士
介護福祉士
介護職員実務者研修修了
介護職員基礎研修修了
社会福祉主事任用資格・ヘルパー1級
介護初任者研修終了・ヘルパー2級
介護報酬請求事務

月給（見込） 212,546円～
217,546円
※年収（見込/賞与含） 約295.5万円～301.5万円 ※資格手当別途支給
※資格を複数保有している場合は、最高手当額の資格のみ適用 ※地域手当は配属先により異なります
給与支払

末日締め翌月25日払、指定銀行口座振込

昇給・賞与

昇給制度あり 年1回 （4月） 賞与年2回 （6月、12月） ※昨年実績3ヶ月

退職金制度

無

通勤交通費 全額支給 ※条件によりバス代支給あり
加入保険
定年制

選考方法

健康 ・ 厚生 ・ 雇用 ・ 労災
60歳

※定年後はシニアスタッフとしての再雇用あり（労働条件変更あり）

会社説明会→1次面接→2次面接→役員面接→内定

会社説明会 平日10:00～/14:00～ （所要時間：60～90分程度） 持ち物：筆記用具・履歴書
日程
※マイナビ・あさがくナビ（3月～）もしくはメール・お電話でご予約ください

問合せ先：株式会社サンケイビルウェルケア 新卒採用担当 萱沼（かやぬま）・中西

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）

40,000
20,000
10,000
9,000
8,000
5,000
3,000
2,000

