
募集内容 
介護職（介護福祉士）【正社員】 

若干名募集 

介護職（ヘルパー）【正社員】 

若干名募集 

給与・待遇 

■給与 180,000～230,000円 

        （夜勤手当 5回分含む） 

 ・基本給  140,000～190,000円 

 ・資格手当 10,000円 

 ・皆勤手当  5,000円 

◆その他手当 

 ・夜勤手当 5,000円／回 

 ・深夜手当 3,000円／回 

   ※夜勤・深夜勤務、月 5~6回程度 

 ・職務手当 ～20,000円（職務に応じて） 

 ★介護職員処遇改善手当有り 

■交通費 実費（社内規定による） 

■賞与 年 2回 ※実績に応じて 

 （昨年実績 3ヶ月） 

■昇給 年 1回 ※実績に応じて 

■各種社会保険完備 

 （雇用・労災・健康・厚生） 

※経験者は優遇 

■給与 160,000～190,000円 

（夜勤手当 5回分含む） 

 ・基本給  130,000～160,000円 

 ・皆勤手当  5,000円 

◆その他手当 

 ・夜勤手当 5,000円／回 

 ・深夜手当 3,000円／回 

   ※夜勤・深夜勤務、月 5~6回程度 

 ・職務手当 ～20,000円（職務に応じて） 

 ・資格手当 ～10,000円（介護福祉士以上） 

 ★介護職員処遇改善手当有り 

■交通費 実費（社内規定による） 

■賞与 年 2回 ※実績に応じて 

 （昨年実績 3ヶ月） 

■昇給 年 1回 ※実績に応じて 

■各種社会保険完備 

 （雇用・労災・健康・厚生） 

※経験者は優遇 

 

休日・休暇 
■月８～９日休み シフト制（希望休日取得可） 年間休日１０３日 

 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数 １０日 

勤務時間 
■ ①9:00～18:00   ②7:30～16:30   ③11:00～20:00  

④17:00～翌 10:00  ⑤23:00～翌 8:00 ※月平均週 40時間勤務・ローテーション制 

応募資格 
介護福祉士 

普通自動車免許（AT限定可） 

ヘルパー2級以上（取得予定者も可） 

普通自動車免許（AT限定可） 

交通 ■車通勤可・駐車場有 

勤務地 
■介護付有料老人ホームつどいの杜 菊池市泗水町豊水 3727-1  

 ※熊本市北区より 20分程度 

募集方法 

電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

後日採用試験・面接日等をご連絡いたします。 

 

■問い合わせ先 

 〒861-1212 菊池市泗水町豊水 3727-1 

 介護付有料老人ホームつどいの杜  担当：冨田敬士 

 TEL：0968-36-9654  FAX：0968-36-9664 

その他 

★職場見学も随時受け付けております。 

 お気軽にお問い合わせください。 

※未経験でも大丈夫です。人柄重視で採用しております。 

 

 



募集内容 
看護職（正看護師）【正社員】 

《日勤》若干名募集 

看護職（准看護師）【正社員】 

《日勤》若干名募集 

給与・待遇 

■給与 197,000～255,000円 

 ・基本給  170,000～210,000円 

 ・資格手当 20,000円 

・職務手当 2,000円～20,000円 

（職務に応じて） 

 ・皆勤手当  5,000円 

◆その他手当 

 ・オーンコール手当 1,000円／回 

  

■交通費 実費（社内規定による） 

■賞与 年 2回 ※実績に応じて 

 （昨年実績 3ヶ月） 

■昇給 年 1回 ※実績に応じて 

■各種社会保険完備 

 （雇用・労災・健康・厚生） 

※経験者は優遇 

 

■給与 177,000～225,000円 

 ・基本給  160,000～190,000円 

 ・資格手当 10,000円 

・職務手当 2,000円～20,000円 

（職務に応じて） 

 ・皆勤手当  5,000円 

◆その他手当 

 ・オーンコール手当 1,000円／回 

  

■交通費 実費（社内規定による） 

■賞与 年 2回 ※実績に応じて 

 （昨年実績 3ヶ月） 

■昇給 年 1回 ※実績に応じて 

■各種社会保険完備 

 （雇用・労災・健康・厚生） 

※経験者は優遇 

休日・休暇 
■月８～９日休み シフト制（希望休日取得可） 年間休日１０３日 

 ６ヶ月経過後の年次有給休暇日数 １０日 

勤務時間 
■ ①9:00～18:00   ②8:00～17:00   ③10:00～19:00  

※月平均週 40時間勤務・ローテーション制 

応募資格 
正看護師 

普通自動車免許（AT限定可） 

准看護師 

普通自動車免許（AT限定可） 

交通 ■車通勤可・駐車場有 

勤務地 
■介護付有料老人ホームつどいの杜 菊池市泗水町豊水 3727-1  

 ※熊本市北区より 20分程度 

募集方法 

電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

後日採用試験・面接日等をご連絡いたします。 

 

■問い合わせ先 

 〒861-1212 菊池市泗水町豊水 3727-1 

 介護付有料老人ホームつどいの杜  担当：冨田敬士 

 TEL：0968-36-9654  FAX：0968-36-9664 

その他 

★職場見学も随時受け付けております。 

 お気軽にお問い合わせください。 

※ブランクがあってもでも大丈夫です。人柄重視で採用しております。 

 

 

 

 



募集内容 
介護職（夜勤専門）【パート】 

若干名募集 

介護職（入浴専門）【パート】 

若干名募集 

給与・待遇 

■給与 夜勤 1回 16,014円 

 ・時給  915円 

 【1回の出勤】 

 時給 915円×16時間＝14,640円 

 深夜割増 229円×6時間＝1,374円 

          合計 16,014円 

 

 ★介護職員処遇改善手当有り 

 

■交通費 実費（社内規定による） 

 

■各種社会保険 

 ※週 30時間未満の場合は 

雇用・労災のみの加入 

 

■給与  1日 4,800～6,000円 

 ・時給  800円～1,000円 

 

 ★介護職員処遇改善手当有り 

 

■交通費 実費（社内規定による） 

 

■各種社会保険 

 ※週 20時間以上の場合は雇用保険加入 

休日・休暇 

■週休 2日以上 

 ※夜勤明けの翌日は休日になります。 

 ※休日については応相談可 

■日曜日定休日  

※休日については応相談可 

勤務時間 
■17:00～翌 10:00  

※就業日数は応相談可 

■9:00～16:00 

 ※就業日数は応相談可 

応募資格 ヘルパー2級以上・夜勤経験者 入浴介助経験者・資格不問 

交通 ■車通勤可・駐車場有 

勤務地 
■介護付有料老人ホームつどいの杜 菊池市泗水町豊水 3727-1  

 ※熊本市北区より 20分程度 

募集方法 

電話または問い合わせフォームよりお問い合わせください。 

後日採用試験・面接日等をご連絡いたします。 

 

■問い合わせ先 

 〒861-1212 菊池市泗水町豊水 3727-1 

 介護付有料老人ホームつどいの杜  担当：冨田敬士 

 TEL：0968-36-9654  FAX：0968-36-9664 

その他 

★職場見学も随時受け付けております。 

 お気軽にお問い合わせください。 

※人柄重視で採用しております。 

 


