
ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号介護スタッフ介護スタッフ介護スタッフ介護スタッフ 正社員正社員正社員正社員 1111 ヘルパー2級又は介護職員ヘルパー2級又は介護職員ヘルパー2級又は介護職員ヘルパー2級又は介護職員初任者研修修了者初任者研修修了者初任者研修修了者初任者研修修了者 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 192,800～286,600192,800～286,600192,800～286,600192,800～286,600 13130-13130-13130-13130-23458871234588712345887123458871介護スタッフ介護スタッフ介護スタッフ介護スタッフ 契約社員契約社員契約社員契約社員 1111 不問不問不問不問 １８歳以上１８歳以上１８歳以上１８歳以上 月給月給月給月給 185,500～275,800185,500～275,800185,500～275,800185,500～275,800 13130-13130-13130-13130-23457771234577712345777123457771夜勤専任看護スタッフ夜勤専任看護スタッフ夜勤専任看護スタッフ夜勤専任看護スタッフ パートパートパートパート 1111 正看護師正看護師正看護師正看護師 １８歳以上１８歳以上１８歳以上１８歳以上 時給時給時給時給 1,8101,8101,8101,810 13130-13130-13130-13130-23459271234592712345927123459271江東区住吉１-17-11江東区住吉１-17-11江東区住吉１-17-11江東区住吉１-17-11特別養護老人ホーム　あそか園特別養護老人ホーム　あそか園特別養護老人ホーム　あそか園特別養護老人ホーム　あそか園都営新宿線・都営新宿線・都営新宿線・都営新宿線・東京メトロ半蔵門線東京メトロ半蔵門線東京メトロ半蔵門線東京メトロ半蔵門線住吉駅　徒歩５分住吉駅　徒歩５分住吉駅　徒歩５分住吉駅　徒歩５分 介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 2222 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930 13130-13130-13130-13130-24000871240008712400087124000871江東区東陽2-1-2江東区東陽2-1-2江東区東陽2-1-2江東区東陽2-1-2特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム江東ホーム江東ホーム江東ホーム江東ホーム東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東陽町駅　徒歩５分東陽町駅　徒歩５分東陽町駅　徒歩５分東陽町駅　徒歩５分 介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 1111 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930 13130-13130-13130-13130-24001271240012712400127124001271江東区北砂6-20-30江東区北砂6-20-30江東区北砂6-20-30江東区北砂6-20-30特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム北砂ホーム北砂ホーム北砂ホーム北砂ホーム都営新宿線大島駅　徒歩12分都営新宿線大島駅　徒歩12分都営新宿線大島駅　徒歩12分都営新宿線大島駅　徒歩12分 介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 2222 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930 13130-13130-13130-13130-24006671240066712400667124006671江東区塩浜2-7-17江東区塩浜2-7-17江東区塩浜2-7-17江東区塩浜2-7-17特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム塩浜ホーム塩浜ホーム塩浜ホーム塩浜ホーム東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線木場駅　徒歩12分木場駅　徒歩12分木場駅　徒歩12分木場駅　徒歩12分 介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 2222 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930178,100～270,930 13130-13130-13130-13130-24008471240084712400847124008471介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 1111 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 197,000～236,000197,000～236,000197,000～236,000197,000～236,000 13130-13130-13130-13130-23478071234780712347807123478071介護職員介護職員介護職員介護職員 パートパートパートパート 1111 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,020～1,3501,020～1,3501,020～1,3501,020～1,350 13130-13130-13130-13130-23477171234771712347717123477171介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 1111 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 197,000～236,000197,000～236,000197,000～236,000197,000～236,000 13130-13130-13130-13130-23480571234805712348057123480571介護職員介護職員介護職員介護職員 パートパートパートパート 1111 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,020～1,3501,020～1,3501,020～1,3501,020～1,350 13130-13130-13130-13130-23479371234793712347937123479371

三菱電機ライフサービス三菱電機ライフサービス三菱電機ライフサービス三菱電機ライフサービス株式会社株式会社株式会社株式会社

江東区大島9-6-16江東区大島9-6-16江東区大島9-6-16江東区大島9-6-16コスモス老人福祉施設コスモス老人福祉施設コスモス老人福祉施設コスモス老人福祉施設都営新宿線東大島駅　徒歩5分都営新宿線東大島駅　徒歩5分都営新宿線東大島駅　徒歩5分都営新宿線東大島駅　徒歩5分

2222
1111 江東区大島5-34-23江東区大島5-34-23江東区大島5-34-23江東区大島5-34-23大島ケアハートガーデン大島ケアハートガーデン大島ケアハートガーデン大島ケアハートガーデン都営新宿線大島駅　徒歩２分都営新宿線大島駅　徒歩２分都営新宿線大島駅　徒歩２分都営新宿線大島駅　徒歩２分

平成29年9月15日（金）「福祉のしごと相談・面接会」求人一覧表平成29年9月15日（金）「福祉のしごと相談・面接会」求人一覧表平成29年9月15日（金）「福祉のしごと相談・面接会」求人一覧表平成29年9月15日（金）「福祉のしごと相談・面接会」求人一覧表

3333

賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金

社会福祉法人　あそか会社会福祉法人　あそか会社会福祉法人　あそか会社会福祉法人　あそか会
社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人江東ことぶき会江東ことぶき会江東ことぶき会江東ことぶき会 江東区北砂2-1-16江東区北砂2-1-16江東区北砂2-1-16江東区北砂2-1-16江東ことぶき会　寿園江東ことぶき会　寿園江東ことぶき会　寿園江東ことぶき会　寿園都営新宿線西大島駅　徒歩15分都営新宿線西大島駅　徒歩15分都営新宿線西大島駅　徒歩15分都営新宿線西大島駅　徒歩15分



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 1111 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～６４歳６４歳６４歳６４歳 月給月給月給月給 156,100～252,100156,100～252,100156,100～252,100156,100～252,100 13130-13130-13130-13130-23475271234752712347527123475271介護職員<デイケア>介護職員<デイケア>介護職員<デイケア>介護職員<デイケア> パートパートパートパート 2222 介護職員初任者研修以上優介護職員初任者研修以上優介護職員初任者研修以上優介護職員初任者研修以上優遇遇遇遇 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,050～1,2001,050～1,2001,050～1,2001,050～1,200 13130-13130-13130-13130-23476971234769712347697123476971送迎ドライバー送迎ドライバー送迎ドライバー送迎ドライバー パートパートパートパート 2222 普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）限定可）限定可）限定可） 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,000～1,1001,000～1,1001,000～1,1001,000～1,100 13130-13130-13130-13130-23474871234748712347487123474871江東区牡丹3-15-1ＭＩビル2階ニ江東区牡丹3-15-1ＭＩビル2階ニ江東区牡丹3-15-1ＭＩビル2階ニ江東区牡丹3-15-1ＭＩビル2階ニチイケアセンター門前仲町チイケアセンター門前仲町チイケアセンター門前仲町チイケアセンター門前仲町東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線門前仲町駅　徒歩10分門前仲町駅　徒歩10分門前仲町駅　徒歩10分門前仲町駅　徒歩10分 ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー 正社員正社員正社員正社員 1111 介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員 不問不問不問不問 月給月給月給月給 215,850215,850215,850215,850 13130-13130-13130-13130-24038071240380712403807124038071江東区大島5-10-10江東区大島5-10-10江東区大島5-10-10江東区大島5-10-10セントラルプラザ大島404セントラルプラザ大島404セントラルプラザ大島404セントラルプラザ大島404ニチイケアセンター大島ニチイケアセンター大島ニチイケアセンター大島ニチイケアセンター大島都営新宿線大島駅　徒歩1分都営新宿線大島駅　徒歩1分都営新宿線大島駅　徒歩1分都営新宿線大島駅　徒歩1分 ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー 正社員正社員正社員正社員 1111 介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員 不問不問不問不問 月給月給月給月給 215,850215,850215,850215,850 13130-13130-13130-13130-24039371240393712403937124039371江東区森下5-13-2江東区森下5-13-2江東区森下5-13-2江東区森下5-13-2サンモールアサミ101サンモールアサミ101サンモールアサミ101サンモールアサミ101ニチイケアセンターニチイケアセンターニチイケアセンターニチイケアセンター江東訪問看護ステーション江東訪問看護ステーション江東訪問看護ステーション江東訪問看護ステーション都営新宿線菊川駅　徒歩7分都営新宿線菊川駅　徒歩7分都営新宿線菊川駅　徒歩7分都営新宿線菊川駅　徒歩7分 看護師看護師看護師看護師 正社員正社員正社員正社員 2222 看護師看護師看護師看護師 不問不問不問不問 月給月給月給月給 294,850294,850294,850294,850 13130-13130-13130-13130-24041471240414712404147124041471江東区森下5-13-2江東区森下5-13-2江東区森下5-13-2江東区森下5-13-2サンモールアサミ101サンモールアサミ101サンモールアサミ101サンモールアサミ101ニチイケアセンター江東ニチイケアセンター江東ニチイケアセンター江東ニチイケアセンター江東都営新宿線菊川駅　徒歩7分　　半都営新宿線菊川駅　徒歩7分　　半都営新宿線菊川駅　徒歩7分　　半都営新宿線菊川駅　徒歩7分　　半蔵門線住吉駅　徒歩9分蔵門線住吉駅　徒歩9分蔵門線住吉駅　徒歩9分蔵門線住吉駅　徒歩9分 訪問入浴サービス訪問入浴サービス訪問入浴サービス訪問入浴サービス パートパートパートパート 2222 ヘルパー2級以上または介ヘルパー2級以上または介ヘルパー2級以上または介ヘルパー2級以上または介護職員初任者研修護職員初任者研修護職員初任者研修護職員初任者研修 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,2471,2471,2471,247 13130-13130-13130-13130-24042771240427712404277124042771介護職介護職介護職介護職 正社員正社員正社員正社員 3333 ヘルパー１級又は２級ヘルパー１級又は２級ヘルパー１級又は２級ヘルパー１級又は２級介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 235,900～240,900235,900～240,900235,900～240,900235,900～240,900 13130-13130-13130-13130-23504771235047712350477123504771デイサービス生活相談員デイサービス生活相談員デイサービス生活相談員デイサービス生活相談員 正社員正社員正社員正社員 2222 介護支援専門員,社会福祉介護支援専門員,社会福祉介護支援専門員,社会福祉介護支援専門員,社会福祉士,介護福祉士いずれか要士,介護福祉士いずれか要士,介護福祉士いずれか要士,介護福祉士いずれか要すすすす介護福祉士の場合は、生活介護福祉士の場合は、生活介護福祉士の場合は、生活介護福祉士の場合は、生活相談員として実務経験のあ相談員として実務経験のあ相談員として実務経験のあ相談員として実務経験のある方る方る方る方 64歳以下64歳以下64歳以下64歳以下 月給月給月給月給 245,000245,000245,000245,000 13130-13130-13130-13130-23469171234691712346917123469171江東区千田11-13江東区千田11-13江東区千田11-13江東区千田11-13長谷工ケアガーデン長谷工ケアガーデン長谷工ケアガーデン長谷工ケアガーデンラベンダー住吉ラベンダー住吉ラベンダー住吉ラベンダー住吉都営新宿線住吉駅　徒歩10分都営新宿線住吉駅　徒歩10分都営新宿線住吉駅　徒歩10分都営新宿線住吉駅　徒歩10分 訪問介護員訪問介護員訪問介護員訪問介護員 パートパートパートパート 2222 介護職員初任者研修以上の介護職員初任者研修以上の介護職員初任者研修以上の介護職員初任者研修以上の資格資格資格資格 59歳以下59歳以下59歳以下59歳以下 時給時給時給時給 1,550～2,0001,550～2,0001,550～2,0001,550～2,000 13130-13130-13130-13130-24044271240442712404427124044271江東区北砂5-14-5江東区北砂5-14-5江東区北砂5-14-5江東区北砂5-14-5長谷工ケアガーデン長谷工ケアガーデン長谷工ケアガーデン長谷工ケアガーデンラベンダー砂町ラベンダー砂町ラベンダー砂町ラベンダー砂町都営新宿線大島駅　徒歩15分都営新宿線大島駅　徒歩15分都営新宿線大島駅　徒歩15分都営新宿線大島駅　徒歩15分 訪問介護員訪問介護員訪問介護員訪問介護員 パートパートパートパート 2222 介護職員初任者研修以上の介護職員初任者研修以上の介護職員初任者研修以上の介護職員初任者研修以上の資格資格資格資格 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,550～2,0001,550～2,0001,550～2,0001,550～2,000 13130-13130-13130-13130-24043871240438712404387124043871株式会社株式会社株式会社株式会社センチュリーライフセンチュリーライフセンチュリーライフセンチュリーライフ7777
6666 江東区内　当社事業所（６箇所）江東区内　当社事業所（６箇所）江東区内　当社事業所（６箇所）江東区内　当社事業所（６箇所）（1）北砂（北砂7-1-25）（1）北砂（北砂7-1-25）（1）北砂（北砂7-1-25）（1）北砂（北砂7-1-25）（2）東陽町（南砂1-3-20）（2）東陽町（南砂1-3-20）（2）東陽町（南砂1-3-20）（2）東陽町（南砂1-3-20）（3）小名木川（北砂5-20-1）（3）小名木川（北砂5-20-1）（3）小名木川（北砂5-20-1）（3）小名木川（北砂5-20-1）（4）大島（大島8-2-10）（4）大島（大島8-2-10）（4）大島（大島8-2-10）（4）大島（大島8-2-10）（5）木場（木場1-4-5　3Ｆ）（5）木場（木場1-4-5　3Ｆ）（5）木場（木場1-4-5　3Ｆ）（5）木場（木場1-4-5　3Ｆ）（６）えんむすび（６）えんむすび（６）えんむすび（６）えんむすび　　（北砂5-17-36）　　（北砂5-17-36）　　（北砂5-17-36）　　（北砂5-17-36）

江東区北砂2-18-1江東区北砂2-18-1江東区北砂2-18-1江東区北砂2-18-1介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設葵の園・江東区葵の園・江東区葵の園・江東区葵の園・江東区都営新宿線西大島駅　徒歩13分又都営新宿線西大島駅　徒歩13分又都営新宿線西大島駅　徒歩13分又都営新宿線西大島駅　徒歩13分又はバス「北砂3丁目」徒歩3分はバス「北砂3丁目」徒歩3分はバス「北砂3丁目」徒歩3分はバス「北砂3丁目」徒歩3分
株式会社　ニチイ学館株式会社　ニチイ学館株式会社　ニチイ学館株式会社　ニチイ学館
有限会社　すこやか有限会社　すこやか有限会社　すこやか有限会社　すこやか

5555
4444 医療法人社団　葵会医療法人社団　葵会医療法人社団　葵会医療法人社団　葵会



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー 正社員正社員正社員正社員 1111 介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者またはヘルパー2級以上またはヘルパー2級以上またはヘルパー2級以上またはヘルパー2級以上 不問不問不問不問 年棒年棒年棒年棒 2,400,000～2,400,000～2,400,000～2,400,000～3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000 13130-13130-13130-13130-23691671236916712369167123691671サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者 正社員正社員正社員正社員 1111 介護福祉士または、介護職介護福祉士または、介護職介護福祉士または、介護職介護福祉士または、介護職員基礎研修、ホームヘル員基礎研修、ホームヘル員基礎研修、ホームヘル員基礎研修、ホームヘルパー1級、実務者研修のいパー1級、実務者研修のいパー1級、実務者研修のいパー1級、実務者研修のいずれかずれかずれかずれか 不問不問不問不問 年棒年棒年棒年棒 2,640,000～2,640,000～2,640,000～2,640,000～3,240,0003,240,0003,240,0003,240,000 13130-13130-13130-13130-23693471236934712369347123693471訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー フルタイフルタイフルタイフルタイムパートムパートムパートムパート 2222 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,000～1,1001,000～1,1001,000～1,1001,000～1,100 13130-13130-13130-13130-23558071235580712355807123558071江東区亀戸6-25-1江東区亀戸6-25-1江東区亀戸6-25-1江東区亀戸6-25-1フォービスライフ江東フォービスライフ江東フォービスライフ江東フォービスライフ江東お元気クラブ亀戸お元気クラブ亀戸お元気クラブ亀戸お元気クラブ亀戸ＪＲ総武線・東武亀戸線ＪＲ総武線・東武亀戸線ＪＲ総武線・東武亀戸線ＪＲ総武線・東武亀戸線亀戸駅　徒歩3分亀戸駅　徒歩3分亀戸駅　徒歩3分亀戸駅　徒歩3分 デイサービスの介護職デイサービスの介護職デイサービスの介護職デイサービスの介護職 フルタイフルタイフルタイフルタイムパートムパートムパートムパート 2222 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,000～1,1001,000～1,1001,000～1,1001,000～1,100 13130-13130-13130-13130-23557171235571712355717123557171特養ケアワーカー特養ケアワーカー特養ケアワーカー特養ケアワーカー 正社員正社員正社員正社員 3333 ヘルパー2級以上又は介護ヘルパー2級以上又は介護ヘルパー2級以上又は介護ヘルパー2級以上又は介護職員初任者研修修了者職員初任者研修修了者職員初任者研修修了者職員初任者研修修了者 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 211,589～278,139211,589～278,139211,589～278,139211,589～278,139 13130-13130-13130-13130-23426271234262712342627123426271ケアワーカーケアワーカーケアワーカーケアワーカー パートパートパートパート 3333 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,020～1,2201,020～1,2201,020～1,2201,020～1,220 13130-13130-13130-13130-23427971234279712342797123427971サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者 正社員正社員正社員正社員 2222 介護福祉士・介護職員基礎介護福祉士・介護職員基礎介護福祉士・介護職員基礎介護福祉士・介護職員基礎研修修了者・実務者研修修研修修了者・実務者研修修研修修了者・実務者研修修研修修了者・実務者研修修了者・ホームヘルパー1級了者・ホームヘルパー1級了者・ホームヘルパー1級了者・ホームヘルパー1級のいすれか　　　　　　介のいすれか　　　　　　介のいすれか　　　　　　介のいすれか　　　　　　介護職経験1年以上護職経験1年以上護職経験1年以上護職経験1年以上 59歳以下59歳以下59歳以下59歳以下 月給月給月給月給 230,000～250,000230,000～250,000230,000～250,000230,000～250,000 13130-13130-13130-13130-23434971234349712343497123434971ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー パートパートパートパート 1111 ホームヘルパー２級以上ホームヘルパー２級以上ホームヘルパー２級以上ホームヘルパー２級以上介護職員初任者研修修了介護職員初任者研修修了介護職員初任者研修修了介護職員初任者研修修了 不問不問不問不問 時給時給時給時給 950～1,000950～1,000950～1,000950～1,000 13130-13130-13130-13130-23435171234351712343517123435171江戸川区平井6-76-11江戸川区平井6-76-11江戸川区平井6-76-11江戸川区平井6-76-11「ラックの「ラックの「ラックの「ラックの花花花花平井」平井」平井」平井」ＪＲ総武線平井駅　徒歩12分ＪＲ総武線平井駅　徒歩12分ＪＲ総武線平井駅　徒歩12分ＪＲ総武線平井駅　徒歩12分 施設介護員施設介護員施設介護員施設介護員 準準準準社員社員社員社員 2222 介護職員初任者研修修了・介護職員初任者研修修了・介護職員初任者研修修了・介護職員初任者研修修了・ヘルパー2級以上ヘルパー2級以上ヘルパー2級以上ヘルパー2級以上 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 200,000～230,000200,000～230,000200,000～230,000200,000～230,000 13130-13130-13130-13130-23428171234281712342817123428171墨墨墨墨田区東田区東田区東田区東向向向向島6-51-7　２Ｆ島6-51-7　２Ｆ島6-51-7　２Ｆ島6-51-7　２Ｆ「ラックの「ラックの「ラックの「ラックの空空空空　東　東　東　東向向向向島」島」島」島」東武スカイ東武スカイ東武スカイ東武スカイツリツリツリツリーラインーラインーラインーライン東東東東向向向向島駅　徒歩5分島駅　徒歩5分島駅　徒歩5分島駅　徒歩5分 施設介護員施設介護員施設介護員施設介護員 準準準準社員社員社員社員 3333 不問不問不問不問 １８歳～１８歳～１８歳～１８歳～５９歳５９歳５９歳５９歳 月給月給月給月給 200,000～230,000200,000～230,000200,000～230,000200,000～230,000 13130-13130-13130-13130-23433271234332712343327123433271
10101010 株式会社株式会社株式会社株式会社ラックコーポレーションラックコーポレーションラックコーポレーションラックコーポレーション

日本フォームサービス日本フォームサービス日本フォームサービス日本フォームサービス株式会社株式会社株式会社株式会社
9999
8888

社会福祉法人　桜栄会社会福祉法人　桜栄会社会福祉法人　桜栄会社会福祉法人　桜栄会
江東区亀戸1-8-5小江東区亀戸1-8-5小江東区亀戸1-8-5小江東区亀戸1-8-5小林林林林ビルデビルデビルデビルディィィィンンンンググググ１Ｆ「ラック亀戸」１Ｆ「ラック亀戸」１Ｆ「ラック亀戸」１Ｆ「ラック亀戸」ＪＲ総武線亀戸駅　徒歩5分ＪＲ総武線亀戸駅　徒歩5分ＪＲ総武線亀戸駅　徒歩5分ＪＲ総武線亀戸駅　徒歩5分

江東区亀戸6-25-1江東区亀戸6-25-1江東区亀戸6-25-1江東区亀戸6-25-1フォービスライフ江東フォービスライフ江東フォービスライフ江東フォービスライフ江東ＪＲ総武線・東武亀戸線ＪＲ総武線・東武亀戸線ＪＲ総武線・東武亀戸線ＪＲ総武線・東武亀戸線亀戸駅　徒歩3分亀戸駅　徒歩3分亀戸駅　徒歩3分亀戸駅　徒歩3分
江東区東江東区東江東区東江東区東雲雲雲雲2-2-292-2-292-2-292-2-29特別養護老人ホーム　特別養護老人ホーム　特別養護老人ホーム　特別養護老人ホーム　芳香苑芳香苑芳香苑芳香苑りりりりんかい線東んかい線東んかい線東んかい線東雲雲雲雲駅　徒歩3分又は駅　徒歩3分又は駅　徒歩3分又は駅　徒歩3分又は東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線門前仲町駅か門前仲町駅か門前仲町駅か門前仲町駅かららららバスバスバスバス「東「東「東「東雲雲雲雲駅」　徒歩3分駅」　徒歩3分駅」　徒歩3分駅」　徒歩3分



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金江東区江東区江東区江東区深深深深川1-3-4川1-3-4川1-3-4川1-3-4門前仲町門前仲町門前仲町門前仲町リリリリハビハビハビハビリリリリデイセンターデイセンターデイセンターデイセンター東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線門前仲町駅　徒歩8分門前仲町駅　徒歩8分門前仲町駅　徒歩8分門前仲町駅　徒歩8分 トトトトレレレレーーーーナナナナー（ー（ー（ー（リリリリハビハビハビハビリリリリ）））） 正社員正社員正社員正社員 1111 普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ可）可）可）可） 不問不問不問不問 月給月給月給月給 224,100～240,100224,100～240,100224,100～240,100224,100～240,100 13130-13130-13130-13130-24120571241205712412057124120571正看護正看護正看護正看護婦婦婦婦（訪問）（訪問）（訪問）（訪問） 正社員正社員正社員正社員 1111 正看護師正看護師正看護師正看護師 不問不問不問不問 月給月給月給月給 350,000～380,000350,000～380,000350,000～380,000350,000～380,000 13130-13130-13130-13130-24122771241227712412277124122771看護師・看護師・看護師・看護師・准准准准看護師看護師看護師看護師（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス）（デイサービス） パートパートパートパート 1111 看護師・看護師・看護師・看護師・准准准准看護師いずれか看護師いずれか看護師いずれか看護師いずれかおおおお持ち持ち持ち持ちの方の方の方の方 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,700～1,7501,700～1,7501,700～1,7501,700～1,750 13130-13130-13130-13130-24121471241214712412147124121471江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区松松松松島2-35-4島2-35-4島2-35-4島2-35-4機能回復リ機能回復リ機能回復リ機能回復リハセンターハセンターハセンターハセンター松松松松島島島島ＪＲ総武線新小ＪＲ総武線新小ＪＲ総武線新小ＪＲ総武線新小岩岩岩岩駅か駅か駅か駅かららららバスバスバスバス江戸川区江戸川区江戸川区江戸川区役役役役所前　徒歩6分所前　徒歩6分所前　徒歩6分所前　徒歩6分 社会福祉士・生活相談員社会福祉士・生活相談員社会福祉士・生活相談員社会福祉士・生活相談員 正社員正社員正社員正社員 1111 社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉主主主主事、介護福祉事、介護福祉事、介護福祉事、介護福祉士士士士，精神，精神，精神，精神保健福祉士の保健福祉士の保健福祉士の保健福祉士のうちうちうちうち1111つ必須及つ必須及つ必須及つ必須及び、普通自動車び、普通自動車び、普通自動車び、普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）運転免許（ＡＴ限定可）運転免許（ＡＴ限定可）運転免許（ＡＴ限定可） 不問不問不問不問 月給月給月給月給 245,000～253,400245,000～253,400245,000～253,400245,000～253,400 13130-13130-13130-13130-24118071241180712411807124118071サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者 正社員正社員正社員正社員 1111 介護福祉士・ヘルパー1介護福祉士・ヘルパー1介護福祉士・ヘルパー1介護福祉士・ヘルパー1級・介護職員基礎研修修了級・介護職員基礎研修修了級・介護職員基礎研修修了級・介護職員基礎研修修了者・介護職員実務者研修修者・介護職員実務者研修修者・介護職員実務者研修修者・介護職員実務者研修修了者いずれか了者いずれか了者いずれか了者いずれか必須必須必須必須 不問不問不問不問 月給月給月給月給 220,000～270,000220,000～270,000220,000～270,000220,000～270,000 13130-13130-13130-13130-23602871236028712360287123602871常常常常勤ヘルパー勤ヘルパー勤ヘルパー勤ヘルパー 正社員正社員正社員正社員 1111 介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者（（（（旧旧旧旧ヘルパー2級）以上ヘルパー2級）以上ヘルパー2級）以上ヘルパー2級）以上 不問不問不問不問 月給月給月給月給 190,000～200,000190,000～200,000190,000～200,000190,000～200,000 13130-13130-13130-13130-23604971236049712360497123604971通所介護通所介護通所介護通所介護 正社員正社員正社員正社員 2222 普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ可）　　　　　　　　ヘル可）　　　　　　　　ヘル可）　　　　　　　　ヘル可）　　　　　　　　ヘルパー2級（入社パー2級（入社パー2級（入社パー2級（入社後後後後のののの取得も取得も取得も取得も可）可）可）可） 不問不問不問不問 月給月給月給月給 220,000～250,000220,000～250,000220,000～250,000220,000～250,000 13130-13130-13130-13130-23607371236073712360737123607371訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー訪問介護ヘルパー パートパートパートパート 2222 介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者（（（（旧旧旧旧ヘルパー2級）以上ヘルパー2級）以上ヘルパー2級）以上ヘルパー2級）以上 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,560～2,0001,560～2,0001,560～2,0001,560～2,000 13130-13130-13130-13130-23606071236060712360607123606071看護職員看護職員看護職員看護職員 正社員正社員正社員正社員 2222 正看護師または正看護師または正看護師または正看護師または准准准准看護師看護師看護師看護師 不問不問不問不問 月給月給月給月給 236,000～468,300236,000～468,300236,000～468,300236,000～468,300 13130-13130-13130-13130-23991471239914712399147123991471生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員 正社員正社員正社員正社員 1111 社会福祉士又は介護支援専社会福祉士又は介護支援専社会福祉士又は介護支援専社会福祉士又は介護支援専門員資格のいずれか門員資格のいずれか門員資格のいずれか門員資格のいずれか 不問不問不問不問 月給月給月給月給 218,900～280,700218,900～280,700218,900～280,700218,900～280,700 13130-13130-13130-13130-23986971239869712398697123986971介護職員介護職員介護職員介護職員 正社員正社員正社員正社員 1111 介護職員初任者研修又は介介護職員初任者研修又は介介護職員初任者研修又は介介護職員初任者研修又は介護福祉士のいずれか護福祉士のいずれか護福祉士のいずれか護福祉士のいずれか 18歳以上18歳以上18歳以上18歳以上 月給月給月給月給 164,632～293,000164,632～293,000164,632～293,000164,632～293,000 13130-13130-13130-13130-23989371239893712398937123989371介護職員介護職員介護職員介護職員 パートパートパートパート 1111 介護職員初任者研修又は介介護職員初任者研修又は介介護職員初任者研修又は介介護職員初任者研修又は介護福祉士のいずれか護福祉士のいずれか護福祉士のいずれか護福祉士のいずれか 不問不問不問不問 時給時給時給時給 932～1,410932～1,410932～1,410932～1,410 13130-13130-13130-13130-23995971239959712399597123995971

12121212 株式会社　ライコム・コー株式会社　ライコム・コー株式会社　ライコム・コー株式会社　ライコム・コーポレーションポレーションポレーションポレーション
13131313 社会福祉法法人　愛郷会社会福祉法法人　愛郷会社会福祉法法人　愛郷会社会福祉法法人　愛郷会 江東区東砂４江東区東砂４江東区東砂４江東区東砂４－－－－２２２２０－０－０－０－１５１５１５１５介護老人福祉施設あ介護老人福祉施設あ介護老人福祉施設あ介護老人福祉施設あじさじさじさじさいいいい東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線　南砂町駅　徒歩１　南砂町駅　徒歩１　南砂町駅　徒歩１　南砂町駅　徒歩１７７７７分分分分又は又は又は又は都営新宿線都営新宿線都営新宿線都営新宿線東大島駅か東大島駅か東大島駅か東大島駅かららららバスバスバスバス「東砂４丁目」徒歩3分「東砂４丁目」徒歩3分「東砂４丁目」徒歩3分「東砂４丁目」徒歩3分

11111111 江東区江東区江東区江東区深深深深川1-11-4川1-11-4川1-11-4川1-11-4吉川吉川吉川吉川第第第第2ビル3階2ビル3階2ビル3階2ビル3階BPリハビリ訪問看護ステーションBPリハビリ訪問看護ステーションBPリハビリ訪問看護ステーションBPリハビリ訪問看護ステーション都営大江戸線・東京メトロ半蔵門都営大江戸線・東京メトロ半蔵門都営大江戸線・東京メトロ半蔵門都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線　線　線　線　清澄白河清澄白河清澄白河清澄白河駅　徒歩5分　　　東駅　徒歩5分　　　東駅　徒歩5分　　　東駅　徒歩5分　　　東京メトロ東西線・都営大江戸線京メトロ東西線・都営大江戸線京メトロ東西線・都営大江戸線京メトロ東西線・都営大江戸線門前仲町駅　徒歩7分門前仲町駅　徒歩7分門前仲町駅　徒歩7分門前仲町駅　徒歩7分Body Pioneer 株式会社Body Pioneer 株式会社Body Pioneer 株式会社Body Pioneer 株式会社
江東区南砂3-8-33江東区南砂3-8-33江東区南砂3-8-33江東区南砂3-8-33たたたたけけけけのこ介護サービスのこ介護サービスのこ介護サービスのこ介護サービス東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線南砂町駅　徒歩3分南砂町駅　徒歩3分南砂町駅　徒歩3分南砂町駅　徒歩3分



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士（ケアハ（ケアハ（ケアハ（ケアハウウウウス）ス）ス）ス） 正社員正社員正社員正社員 1111 介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士 18歳以上18歳以上18歳以上18歳以上 月給月給月給月給 225,000～250,000225,000～250,000225,000～250,000225,000～250,000 13130-13130-13130-13130-23623371236233712362337123623371介護職介護職介護職介護職（ケアハ（ケアハ（ケアハ（ケアハウウウウス）ス）ス）ス） パートパートパートパート 1111 不問不問不問不問 18歳以上18歳以上18歳以上18歳以上 時給時給時給時給 1,000～1,1501,000～1,1501,000～1,1501,000～1,150 13130-13130-13130-13130-23627771236277712362777123627771リリリリハビハビハビハビリリリリスタッフスタッフスタッフスタッフ（通所）（通所）（通所）（通所） 正社員正社員正社員正社員 1111 理学療法理学療法理学療法理学療法士または士または士または士または作作作作業業業業療法療法療法療法士士士士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 239,000239,000239,000239,000 13130-13130-13130-13130-23628871236288712362887123628871リリリリハビハビハビハビリリリリスタッフスタッフスタッフスタッフ（通所）（通所）（通所）（通所） パートパートパートパート 1111 理学療法理学療法理学療法理学療法士または士または士または士または作作作作業業業業療法療法療法療法士士士士 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,400～1,6001,400～1,6001,400～1,6001,400～1,600 13130-13130-13130-13130-23630071236300712363007123630071介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士 正社員正社員正社員正社員 1111 介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士 18歳以上18歳以上18歳以上18歳以上 月給月給月給月給 227,000～252,000227,000～252,000227,000～252,000227,000～252,000 13130-13130-13130-13130-23631371236313712363137123631371理学療法理学療法理学療法理学療法士・士・士・士・作作作作業業業業療法療法療法療法士士士士（特養）（特養）（特養）（特養） 正社員正社員正社員正社員 1111 理学療法理学療法理学療法理学療法士または士または士または士または作作作作業業業業療法療法療法療法士士士士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 239,000～260,000239,000～260,000239,000～260,000239,000～260,000 13130-13130-13130-13130-23660771236607712366077123660771介護職介護職介護職介護職（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム）（特別養護老人ホーム） パートパートパートパート 1111 不問不問不問不問 18歳以上18歳以上18歳以上18歳以上 時給時給時給時給 1,000～1,1501,000～1,1501,000～1,1501,000～1,150 13130-13130-13130-13130-2361847123618471236184712361847115151515 ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー 正社員正社員正社員正社員 1111 介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員 64歳以下64歳以下64歳以下64歳以下 月給月給月給月給 250,000～300,000250,000～300,000250,000～300,000250,000～300,000 13130-13130-13130-13130-23484271234842712348427123484271訪問介護スタッフ訪問介護スタッフ訪問介護スタッフ訪問介護スタッフ 正社員正社員正社員正社員 2222 ホームヘルパー2級、またホームヘルパー2級、またホームヘルパー2級、またホームヘルパー2級、または介護職員初任者研修以上は介護職員初任者研修以上は介護職員初任者研修以上は介護職員初任者研修以上 不問不問不問不問 月給月給月給月給 220,000220,000220,000220,000 13130-13130-13130-13130-23483871234838712348387123483871訪問介護スタッフ訪問介護スタッフ訪問介護スタッフ訪問介護スタッフ パートパートパートパート 2222 ホームヘルパー2級、またホームヘルパー2級、またホームヘルパー2級、またホームヘルパー2級、または介護職員初任者研修以上は介護職員初任者研修以上は介護職員初任者研修以上は介護職員初任者研修以上 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,400～2,8001,400～2,8001,400～2,8001,400～2,800 13130-13130-13130-13130-23482771234827712348277123482771訪問看護師訪問看護師訪問看護師訪問看護師 パートパートパートパート 2222 正看護師正看護師正看護師正看護師5年以上経験者5年以上経験者5年以上経験者5年以上経験者 不問不問不問不問 時給時給時給時給 4,000～5,0004,000～5,0004,000～5,0004,000～5,000 13130-13130-13130-13130-2348147123481471234814712348147116161616 株式会社株式会社株式会社株式会社グッドライフケア東京グッドライフケア東京グッドライフケア東京グッドライフケア東京

江東区大島7-38-15江東区大島7-38-15江東区大島7-38-15江東区大島7-38-15メデメデメデメディィィィカルケアタカルケアタカルケアタカルケアタウウウウン東大島ン東大島ン東大島ン東大島都営新宿線都営新宿線都営新宿線都営新宿線東大島駅　徒歩5分東大島駅　徒歩5分東大島駅　徒歩5分東大島駅　徒歩5分

江東区江東区江東区江東区豊洲豊洲豊洲豊洲4-2-24-2-24-2-24-2-2豊豊豊豊南南南南堂堂堂堂ビル3Ｆビル3Ｆビル3Ｆビル3Ｆ当社　江東支当社　江東支当社　江東支当社　江東支店店店店東京メトロ東京メトロ東京メトロ東京メトロ有楽有楽有楽有楽町線町線町線町線豊洲豊洲豊洲豊洲駅　徒歩1分駅　徒歩1分駅　徒歩1分駅　徒歩1分

14141414 医療法人　茜会医療法人　茜会医療法人　茜会医療法人　茜会社会福祉法人　暁会社会福祉法人　暁会社会福祉法人　暁会社会福祉法人　暁会



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員 契約社員契約社員契約社員契約社員 1111 初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（旧旧旧旧ヘルヘルヘルヘルパー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可） 不問不問不問不問 月給月給月給月給 170,500～195,500170,500～195,500170,500～195,500170,500～195,500 13130-13130-13130-13130-24019271240192712401927124019271デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員 パートパートパートパート 1111 初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（旧旧旧旧ヘルヘルヘルヘルパー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可） 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,040～1,1401,040～1,1401,040～1,1401,040～1,140 13130-13130-13130-13130-24021371240213712402137124021371デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員 契約社員契約社員契約社員契約社員 1111 初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（旧旧旧旧ヘルヘルヘルヘルパー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可） 不問不問不問不問 月給月給月給月給 170,500～195,500170,500～195,500170,500～195,500170,500～195,500 13130-13130-13130-13130-24022671240226712402267124022671デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員デイサービス・介護職員 パートパートパートパート 1111 初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（初任者研修修了者（旧旧旧旧ヘルヘルヘルヘルパー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普パー2級）　　　　　　普通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可）通運転免許（ＡＴ限定可） 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,040～1,1401,040～1,1401,040～1,1401,040～1,140 13130-13130-13130-13130-24023571240235712402357124023571江東区住吉1-16-13江東区住吉1-16-13江東区住吉1-16-13江東区住吉1-16-13富富富富士工士工士工士工第第第第2ビル3階2ビル3階2ビル3階2ビル3階都営新宿線・半蔵門線住吉駅都営新宿線・半蔵門線住吉駅都営新宿線・半蔵門線住吉駅都営新宿線・半蔵門線住吉駅徒歩5分徒歩5分徒歩5分徒歩5分 サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者 正社員正社員正社員正社員 2222 介護福祉士または、介護職介護福祉士または、介護職介護福祉士または、介護職介護福祉士または、介護職員初任者研修員初任者研修員初任者研修員初任者研修課程課程課程課程修了修了修了修了介護職員実務者研修修了介護職員実務者研修修了介護職員実務者研修修了介護職員実務者研修修了 不問不問不問不問 月給月給月給月給 228,000～260,000228,000～260,000228,000～260,000228,000～260,000 13130-13130-13130-13130-24408171244081712440817124408171常常常常勤介護員<勤介護員<勤介護員<勤介護員<墨墨墨墨田区>田区>田区>田区> パートパートパートパート 2222 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,100～1,6001,100～1,6001,100～1,6001,100～1,600 13130-13130-13130-13130-24412871244128712441287124412871調理調理調理調理スタッフ<スタッフ<スタッフ<スタッフ<墨墨墨墨田区>田区>田区>田区> パートパートパートパート 2222 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,1001,1001,1001,100 13130-13130-13130-13130-24413271244132712441327124413271訪問入浴訪問入浴訪問入浴訪問入浴オペレオペレオペレオペレーターーターーターーター 正社員正社員正社員正社員 1111 普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）限定可）限定可）限定可） 40歳以下40歳以下40歳以下40歳以下 月給月給月給月給 232,000232,000232,000232,000 13130-13130-13130-13130-23422571234225712342257123422571訪問入浴ヘルパー訪問入浴ヘルパー訪問入浴ヘルパー訪問入浴ヘルパー 正社員正社員正社員正社員 1111 不問不問不問不問 40歳以下40歳以下40歳以下40歳以下 月給月給月給月給 207,000207,000207,000207,000 13130-13130-13130-13130-23423471234234712342347123423471訪問入浴看護師訪問入浴看護師訪問入浴看護師訪問入浴看護師（正・（正・（正・（正・准准准准）））） パートパートパートパート 1111 看護師（正・看護師（正・看護師（正・看護師（正・准准准准）））） 不問不問不問不問 日日日日給給給給 14,58014,58014,58014,580 13130-13130-13130-13130-23424771234247712342477123424771

江東区平江東区平江東区平江東区平野野野野1-14-211-14-211-14-211-14-21幸阪幸阪幸阪幸阪ビル　1Ｆビル　1Ｆビル　1Ｆビル　1Ｆ当社　デイサービス当社　デイサービス当社　デイサービス当社　デイサービス清澄邸清澄邸清澄邸清澄邸都営大江戸線都営大江戸線都営大江戸線都営大江戸線清澄白河清澄白河清澄白河清澄白河駅　徒歩3分駅　徒歩3分駅　徒歩3分駅　徒歩3分

江東区東陽1-28-12　　　　　江東区東陽1-28-12　　　　　江東区東陽1-28-12　　　　　江東区東陽1-28-12　　　　　在在在在宅宅宅宅介護センター　江東　　　　東介護センター　江東　　　　東介護センター　江東　　　　東介護センター　江東　　　　東京メトロ東西線　　　　　　　東京メトロ東西線　　　　　　　東京メトロ東西線　　　　　　　東京メトロ東西線　　　　　　　東陽町駅・木場駅　徒歩8分陽町駅・木場駅　徒歩8分陽町駅・木場駅　徒歩8分陽町駅・木場駅　徒歩8分アサヒサンクリーンアサヒサンクリーンアサヒサンクリーンアサヒサンクリーン株式会社株式会社株式会社株式会社19191919
18181818
17171717 株式会社株式会社株式会社株式会社パソナライフケアパソナライフケアパソナライフケアパソナライフケア

墨墨墨墨田区江東田区江東田区江東田区江東橋橋橋橋５５５５－－－－６６６６－－－－１１１１３３３３レレレレジデンスジデンスジデンスジデンス((((当社施設）当社施設）当社施設）当社施設）JRJRJRJR総武線総武線総武線総武線錦糸錦糸錦糸錦糸町駅　徒歩10分町駅　徒歩10分町駅　徒歩10分町駅　徒歩10分あそかライフサービスあそかライフサービスあそかライフサービスあそかライフサービス株式会社株式会社株式会社株式会社
江戸川区南江戸川区南江戸川区南江戸川区南葛葛葛葛西6-34-12　　　西6-34-12　　　西6-34-12　　　西6-34-12　　　ググググロロロロリリリリアアアア参番館参番館参番館参番館１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ当社　デ当社　デ当社　デ当社　ディィィィサービス江戸川サービス江戸川サービス江戸川サービス江戸川邸邸邸邸東西線東西線東西線東西線葛葛葛葛西駅か西駅か西駅か西駅かららららバス10分バス10分バス10分バス10分南南南南葛葛葛葛西西西西第二第二第二第二小小小小学校学校学校学校前　徒歩1分前　徒歩1分前　徒歩1分前　徒歩1分



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金看護師・看護師・看護師・看護師・准准准准看護師看護師看護師看護師 正社員正社員正社員正社員 2222 看護師・看護師・看護師・看護師・准准准准看護師看護師看護師看護師 61歳以下61歳以下61歳以下61歳以下 月給月給月給月給 240,000～270,000240,000～270,000240,000～270,000240,000～270,000 13130-13130-13130-13130-23668571236685712366857123668571生活相談員生活相談員生活相談員生活相談員 正社員正社員正社員正社員 1111 社会福祉士、社会福祉社会福祉士、社会福祉社会福祉士、社会福祉社会福祉士、社会福祉主主主主事、介護福祉士事、介護福祉士事、介護福祉士事、介護福祉士どどどどれれれれでもでもでもでも可可可可 61歳以下61歳以下61歳以下61歳以下 月給月給月給月給 190,000～250,000190,000～250,000190,000～250,000190,000～250,000 13130-13130-13130-13130-23665071236650712366507123665071ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー 正社員正社員正社員正社員 1111 介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員介護支援専門員 61歳以下61歳以下61歳以下61歳以下 月給月給月給月給 218,000～262,000218,000～262,000218,000～262,000218,000～262,000 13130-13130-13130-13130-23667671236676712366767123667671介護職介護職介護職介護職 正社員正社員正社員正社員 4444 介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者介護職員初任者研修修了者（ヘルパー2級相当）（ヘルパー2級相当）（ヘルパー2級相当）（ヘルパー2級相当）介護福祉士介護福祉士介護福祉士介護福祉士 18歳以上18歳以上18歳以上18歳以上 月給月給月給月給 214,000～250,000214,000～250,000214,000～250,000214,000～250,000 13130-13130-13130-13130-23666371236663712366637123666371サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者（（（（未未未未経験者可）経験者可）経験者可）経験者可） 正社員正社員正社員正社員 1111 介護福祉士、ホームヘル介護福祉士、ホームヘル介護福祉士、ホームヘル介護福祉士、ホームヘルパー1級、介護職員基礎研パー1級、介護職員基礎研パー1級、介護職員基礎研パー1級、介護職員基礎研修修修修 59歳以下59歳以下59歳以下59歳以下 月給月給月給月給 237,000～262,000237,000～262,000237,000～262,000237,000～262,000 13130-13130-13130-13130-23564271235642712356427123564271サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者サービス提供責任者（経験者）（経験者）（経験者）（経験者） 正社員正社員正社員正社員 1111 介護福祉士、ホームヘル介護福祉士、ホームヘル介護福祉士、ホームヘル介護福祉士、ホームヘルパー1級、介護職員基礎研パー1級、介護職員基礎研パー1級、介護職員基礎研パー1級、介護職員基礎研修修修修 59歳以下59歳以下59歳以下59歳以下 月給月給月給月給 252,000～287,000252,000～287,000252,000～287,000252,000～287,000 13130-13130-13130-13130-23561471235614712356147123561471専任ヘルパー専任ヘルパー専任ヘルパー専任ヘルパー 契約社員契約社員契約社員契約社員 1111 ヘルパー2級ヘルパー2級ヘルパー2級ヘルパー2級 不問不問不問不問 月給月給月給月給 213,000213,000213,000213,000 13130-13130-13130-13130-23570771235707712357077123570771ホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパーホームヘルパー パートパートパートパート 5555 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,280～2,5101,280～2,5101,280～2,5101,280～2,510 13130-13130-13130-13130-23565971235659712356597123565971保保保保育育育育士士士士 正社員正社員正社員正社員 1111 保保保保育育育育士士士士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 218,000～228,000218,000～228,000218,000～228,000218,000～228,000 13130-13130-13130-13130-23463571234635712346357123463571保保保保育育育育士士士士 パートパートパートパート 1111 保保保保育育育育士士士士 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,200～1,2501,200～1,2501,200～1,2501,200～1,250 13130-13130-13130-13130-23465771234657712346577123465771調理補助調理補助調理補助調理補助 パートパートパートパート 1111 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,0201,0201,0201,020 13130-13130-13130-13130-23462671234626712346267123462671江東区塩浜1-4-46江東区塩浜1-4-46江東区塩浜1-4-46江東区塩浜1-4-46聖華聖華聖華聖華しおかしおかしおかしおかぜぜぜぜ保保保保育育育育園園園園東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線木場駅　徒歩12分木場駅　徒歩12分木場駅　徒歩12分木場駅　徒歩12分

江東区塩浜1-4-48江東区塩浜1-4-48江東区塩浜1-4-48江東区塩浜1-4-48特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム故郷故郷故郷故郷のののの家家家家・東京・東京・東京・東京東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線東京メトロ東西線木場駅　徒歩10分木場駅　徒歩10分木場駅　徒歩10分木場駅　徒歩10分
東京海上日動ベターライフ東京海上日動ベターライフ東京海上日動ベターライフ東京海上日動ベターライフサービス株式会社サービス株式会社サービス株式会社サービス株式会社 江東区江東区江東区江東区猿猿猿猿江1-12-1江1-12-1江1-12-1江1-12-1住吉パークホーム住吉パークホーム住吉パークホーム住吉パークホームズズズズ1階1階1階1階みみみみずたま介護ステーションずたま介護ステーションずたま介護ステーションずたま介護ステーション江東住吉江東住吉江東住吉江東住吉都営新宿線住吉駅　徒歩7分都営新宿線住吉駅　徒歩7分都営新宿線住吉駅　徒歩7分都営新宿線住吉駅　徒歩7分

社会福祉法人　樹社会福祉法人　樹社会福祉法人　樹社会福祉法人　樹
21212121

社会福祉法人こころの家族社会福祉法人こころの家族社会福祉法人こころの家族社会福祉法人こころの家族20202020

22222222



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金保保保保育育育育士士士士////小小小小規模認規模認規模認規模認可保可保可保可保育育育育所所所所 正社員正社員正社員正社員 1111 保保保保育育育育士士士士保保保保育育育育園園園園ででででの経験又は、の経験又は、の経験又は、の経験又は、何ら何ら何ら何らかの社会人経験のある方かの社会人経験のある方かの社会人経験のある方かの社会人経験のある方 59歳以下59歳以下59歳以下59歳以下 月給月給月給月給 181,836～259,766181,836～259,766181,836～259,766181,836～259,766 13130-13130-13130-13130-23449771234497712344977123449771保保保保育補助/育補助/育補助/育補助/小小小小規模認規模認規模認規模認可保可保可保可保育育育育所所所所 パートパートパートパート 1111 保保保保育育育育士士士士 59歳以下59歳以下59歳以下59歳以下 時給時給時給時給 1,050～1,6001,050～1,6001,050～1,6001,050～1,600 13130-13130-13130-13130-23450971234509712345097123450971保保保保育育育育士士士士 契約社員契約社員契約社員契約社員 2222 保育士保育士保育士保育士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 216,000～220,500216,000～220,500216,000～220,500216,000～220,500 13010-13010-13010-13010-23452071234520712345207123452071保保保保育補助育補助育補助育補助 パートパートパートパート 2222 保育士保育士保育士保育士 不問不問不問不問 時給時給時給時給 950～1,420950～1,420950～1,420950～1,420 13130-13130-13130-13130-23451171234511712345117123451171保保保保育育育育士士士士 契約社員契約社員契約社員契約社員 2222 保育士保育士保育士保育士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 216,000～220,500216,000～220,500216,000～220,500216,000～220,500 13130-13130-13130-13130-23454671234546712345467123454671保保保保育補助育補助育補助育補助 パートパートパートパート 2222 保育士保育士保育士保育士 不問不問不問不問 時給時給時給時給 950～1,420950～1,420950～1,420950～1,420 13130-13130-13130-13130-2345337123453371234533712345337125252525 株式会社株式会社株式会社株式会社ニュー・クックリーフ大田ニュー・クックリーフ大田ニュー・クックリーフ大田ニュー・クックリーフ大田 江東区大島6-22-8江東区大島6-22-8江東区大島6-22-8江東区大島6-22-8若葉若葉若葉若葉インターインターインターインターナナナナショショショショナナナナルルルルナナナナーサーサーサーサリリリリー大島園ー大島園ー大島園ー大島園都営新宿線大島駅　徒歩8分都営新宿線大島駅　徒歩8分都営新宿線大島駅　徒歩8分都営新宿線大島駅　徒歩8分 保保保保育育育育士・保士・保士・保士・保育補助育補助育補助育補助 正社員正社員正社員正社員 3333 保育士、保育士取得見込保育士、保育士取得見込保育士、保育士取得見込保育士、保育士取得見込 不問不問不問不問 月給月給月給月給 195,000～280,000195,000～280,000195,000～280,000195,000～280,000 13130-13130-13130-13130-24045971240459712404597124045971保保保保育育育育士士士士 正社員正社員正社員正社員 1111 保保保保育育育育士士士士 不問不問不問不問 月給月給月給月給 203,000203,000203,000203,000 13130-13130-13130-13130-23440871234408712344087123440871保保保保育育育育士士士士 パートパートパートパート 1111 保保保保育育育育士士士士 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,100～1,3001,100～1,3001,100～1,3001,100～1,300 13130-13130-13130-13130-23503471235034712350347123503471

江東区江東区江東区江東区豊洲豊洲豊洲豊洲3丁目5-213丁目5-213丁目5-213丁目5-21ロイロイロイロイヤヤヤヤルパークスルパークスルパークスルパークス豊洲豊洲豊洲豊洲102102102102蓮美幼児学園　とよすナーサリー蓮美幼児学園　とよすナーサリー蓮美幼児学園　とよすナーサリー蓮美幼児学園　とよすナーサリー東京メトロ東京メトロ東京メトロ東京メトロ有楽有楽有楽有楽町線町線町線町線豊洲豊洲豊洲豊洲駅　徒歩5分駅　徒歩5分駅　徒歩5分駅　徒歩5分

江東区江東区江東区江東区豊洲豊洲豊洲豊洲5-6-525-6-525-6-525-6-52ＮＢＮＢＮＢＮＢＦＦＦＦ豊洲豊洲豊洲豊洲キキキキャャャャナナナナルフロント１ルフロント１ルフロント１ルフロント１ＣＣＣＣ１１１１号室号室号室号室あい保あい保あい保あい保育育育育園園園園豊洲豊洲豊洲豊洲東京メトロ東京メトロ東京メトロ東京メトロ有楽有楽有楽有楽町線町線町線町線豊洲豊洲豊洲豊洲駅　徒歩7分駅　徒歩7分駅　徒歩7分駅　徒歩7分株式会社アイグラン株式会社アイグラン株式会社アイグラン株式会社アイグラン

江東区大島4-1江東区大島4-1江東区大島4-1江東区大島4-1ＵＵＵＵＲ大島4丁目Ｒ大島4丁目Ｒ大島4丁目Ｒ大島4丁目団地団地団地団地2222号棟号棟号棟号棟１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆキキキキャャャャリリリリー保ー保ー保ー保育育育育園　園　園　園　ににににしおおしおおしおおしおおじじじじまままま都営新宿線西大島駅都営新宿線西大島駅都営新宿線西大島駅都営新宿線西大島駅AAAA4444出口出口出口出口徒歩4分徒歩4分徒歩4分徒歩4分
24242424 社会福祉法人　光聖会社会福祉法人　光聖会社会福祉法人　光聖会社会福祉法人　光聖会
23232323 マイキャリアクラスマイキャリアクラスマイキャリアクラスマイキャリアクラス株式会社株式会社株式会社株式会社

江東区江東区江東区江東区豊洲豊洲豊洲豊洲3-5-33-5-33-5-33-5-3豊洲レ豊洲レ豊洲レ豊洲レジデンスジデンスジデンスジデンスＤ棟Ｄ棟Ｄ棟Ｄ棟1階1階1階1階蓮美幼児学園　第2とよすナーサリー蓮美幼児学園　第2とよすナーサリー蓮美幼児学園　第2とよすナーサリー蓮美幼児学園　第2とよすナーサリー東京メトロ東京メトロ東京メトロ東京メトロ有楽有楽有楽有楽町線町線町線町線豊洲豊洲豊洲豊洲駅　徒歩5分駅　徒歩5分駅　徒歩5分駅　徒歩5分
26262626



ブースブースブースブース№№№№ 法　人　名法　人　名法　人　名法　人　名 就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所就　業　場　所（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅）（最寄駅） 職　　種職　　種職　　種職　　種 雇用雇用雇用雇用形態形態形態形態 採用採用採用採用人数人数人数人数 福祉資格福祉資格福祉資格福祉資格要件要件要件要件 年齢年齢年齢年齢 求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号求　人　番　号賃　　金賃　　金賃　　金賃　　金保保保保育育育育士士士士 正社員正社員正社員正社員 2222 保保保保育育育育士資格士資格士資格士資格登録証登録証登録証登録証 不問不問不問不問 月給月給月給月給 214,000～231,000214,000～231,000214,000～231,000214,000～231,000 13130-13130-13130-13130-23436071234360712343607123436071非常非常非常非常勤保勤保勤保勤保育育育育士士士士 パートパートパートパート 2222 保保保保育育育育士資格士資格士資格士資格登録証登録証登録証登録証 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,5001,5001,5001,500 13130-13130-13130-13130-23437371234373712343737123437371江東区東江東区東江東区東江東区東雲雲雲雲1-9-511-9-511-9-511-9-51東東東東雲キ雲キ雲キ雲キャャャャナナナナルコートルコートルコートルコートナナナナーサーサーサーサリリリリースクールースクールースクールースクールりりりりんかい線東んかい線東んかい線東んかい線東雲雲雲雲駅　徒歩15分駅　徒歩15分駅　徒歩15分駅　徒歩15分 保保保保育育育育士士士士 正社員正社員正社員正社員 2222 保保保保育育育育士資格士資格士資格士資格登録証登録証登録証登録証 不問不問不問不問 月給月給月給月給 214,000～231,000214,000～231,000214,000～231,000214,000～231,000 13130-13130-13130-13130-23439571234395712343957123439571江東区江東区江東区江東区有明有明有明有明1-5-221-5-221-5-221-5-22江東江東江東江東湾岸湾岸湾岸湾岸サテライトスマートサテライトスマートサテライトスマートサテライトスマートナナナナーサーサーサーサリリリリースクールースクールースクールースクールゆりゆりゆりゆりかかかかもめもめもめもめ　　　　有明有明有明有明テニスの森駅テニスの森駅テニスの森駅テニスの森駅徒歩15分徒歩15分徒歩15分徒歩15分 保保保保育育育育士士士士 正社員正社員正社員正社員 2222 保保保保育育育育士資格士資格士資格士資格登録証登録証登録証登録証 不問不問不問不問 月給月給月給月給 214,000～231,000214,000～231,000214,000～231,000214,000～231,000 13130-13130-13130-13130-2343867123438671234386712343867128282828 咲の樹ケア　株式会社咲の樹ケア　株式会社咲の樹ケア　株式会社咲の樹ケア　株式会社 江東区大島7-10-5江東区大島7-10-5江東区大島7-10-5江東区大島7-10-5梅梅梅梅田ビル１Ｆ田ビル１Ｆ田ビル１Ｆ田ビル１Ｆさくらさくらさくらさくら介護ステーション大島介護ステーション大島介護ステーション大島介護ステーション大島都営新宿線　大島駅（Ａ6都営新宿線　大島駅（Ａ6都営新宿線　大島駅（Ａ6都営新宿線　大島駅（Ａ6出口出口出口出口））））徒歩8分徒歩8分徒歩8分徒歩8分 介護スタッフ介護スタッフ介護スタッフ介護スタッフ（（（（障害障害障害障害者支援者支援者支援者支援////江東）江東）江東）江東） パートパートパートパート 2222 ヘルパー2級ヘルパー2級ヘルパー2級ヘルパー2級 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,400～2,5501,400～2,5501,400～2,5501,400～2,550 13130-13130-13130-13130-23466871234668712346687123466871療育療育療育療育専門専門専門専門指導指導指導指導員員員員（（（（主に主に主に主に相談支援）相談支援）相談支援）相談支援） 産休／育産休／育産休／育産休／育休代替休代替休代替休代替職職職職員員員員 1111 福祉、保福祉、保福祉、保福祉、保育育育育、、、、児童指導児童指導児童指導児童指導、、、、教教教教職、職、職、職、心理学等に関心理学等に関心理学等に関心理学等に関する資格する資格する資格する資格等等等等のいのいのいのいづづづづれかおれかおれかおれかお持ち持ち持ち持ちの方の方の方の方 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,200～1,5001,200～1,5001,200～1,5001,200～1,500 13130-13130-13130-13130-24029171240291712402917124029171療育指導補助療育指導補助療育指導補助療育指導補助 パートパートパートパート 1111 不問不問不問不問 不問不問不問不問 時給時給時給時給 1,2001,2001,2001,200 13130-13130-13130-13130-24028971240289712402897124028971事務事務事務事務補助補助補助補助 パートパートパートパート 1111 ＰＣＰＣＰＣＰＣ入入入入力力力力の基の基の基の基本操作がで本操作がで本操作がで本操作ができきききる方（ワード・る方（ワード・る方（ワード・る方（ワード・エエエエクセル）クセル）クセル）クセル） 不問不問不問不問 時給時給時給時給 980980980980 13130-13130-13130-13130-24027271240272712402727124027271

社会福祉法人　高砂福祉会社会福祉法人　高砂福祉会社会福祉法人　高砂福祉会社会福祉法人　高砂福祉会27272727
江東区江東区江東区江東区有明有明有明有明3-7-263-7-263-7-263-7-26有明有明有明有明フロンテフロンテフロンテフロンティィィィアビルアビルアビルアビルＢ棟３Ｂ棟３Ｂ棟３Ｂ棟３階階階階江東江東江東江東湾岸湾岸湾岸湾岸サテライトサテライトサテライトサテライトナナナナーサーサーサーサリリリリースクールースクールースクールースクールゆりゆりゆりゆりかかかかもめもめもめもめ　　　　国際展示国際展示国際展示国際展示場正門駅場正門駅場正門駅場正門駅徒歩２分徒歩２分徒歩２分徒歩２分

江東区江東区江東区江東区扇橋扇橋扇橋扇橋3-7-23-7-23-7-23-7-2江東区江東区江東区江東区障害障害障害障害者福祉センター1Ｆ者福祉センター1Ｆ者福祉センター1Ｆ者福祉センター1Ｆここここども発達扇橋ども発達扇橋ども発達扇橋ども発達扇橋センターセンターセンターセンター東京メトロ半蔵門線・都営新宿線東京メトロ半蔵門線・都営新宿線東京メトロ半蔵門線・都営新宿線東京メトロ半蔵門線・都営新宿線住吉駅　徒歩10分住吉駅　徒歩10分住吉駅　徒歩10分住吉駅　徒歩10分29292929 特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人こどもの発達療育研究所こどもの発達療育研究所こどもの発達療育研究所こどもの発達療育研究所
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