
【二日市温泉翔裕園 求人情報】 

 

職 種 デイサービスセンター 介護職員 

雇用形態 正社員 

※試用期間あり（3 ヶ月・労働条件に変更はなし） 
給与 月給 186,530 円～230,090 円 

〈備考〉 
・基本給 142,300 円～181,900 円 
・特殊手当（14,230 円～18,190 円）含む 
・処遇改善手当（30,000 円※入職 3 ヶ月後より支給）含む 
 
その他該当者には次の手当を支給 
・資格手当（3,000 円～20,000 円） 
・住宅手当（最高 30,000 円） 
・扶養手当 

応募資格等 ・普通自動車免許（AT 可） 
・介護職員初任者研修（旧ヘルパー2 級）以上取得もしくは取得予定であれ

ばなお可。 
・経験不問 

待遇 ・昇給あり（年 1 回） 
・賞与（年 2 回 計 4 ヶ月分［昨年度実績］） 
・通勤手当全額支給 
・マイカー通勤 OK（無料駐車場あり） 
・社会保険完備 

仕事内容 デイサービスセンターご利用者に対する介護業務全般のお仕事です。食事・

入浴・排泄・移動等の介助・介護業務や、ご利用者とともに行うレクリエー

ションの企画や運営、また併せてご利用者宅への送迎業務（送迎車運転・添

乗）も行って頂きます。 
勤務時間 8：30～17：30 
休日・休暇 ・週休 2 日制（年間休日 112 日） 

 ※休日は毎月の勤務表にて決定 
・有給休暇（初年度 6 ヶ月継続勤務にて 10 日付与。7 年目以降 20 日） 
・特別休暇（慶弔等）あり 
・育児休業、介護休業取得実績あり 

応募・お問い合わせの 

連絡先 

株式会社 九州サンガ（グループ会社） 
 〒861-8039  熊本県熊本市長嶺南 3 丁目 8 番地 58 号 
         二日市温泉翔裕園 採用担当宛て 

TEL 096-243-4650  
 
 
 



【二日市温泉翔裕園 求人情報】 

 
職 種 デイサービスセンター 生活相談員 

雇用形態 正社員 
※試用期間あり（3 ヶ月・労働条件に変更はなし） 

給与 月給 201,530 円～245,090 円 
〈備考〉 
・基本給 142,300 円～181,900 円 
・特殊手当（14,230 円～18,190 円）含む 
・業務手当（15,000 円）含む 
・処遇改善手当（30,000 円※入職 3 ヶ月後より支給）含む 
 
その他該当者には次の手当を支給 
・資格手当（3,000 円～20,000 円） 
・住宅手当（最高 30,000 円） 
・扶養手当 

応募資格等 ・社会福祉主事任用資格、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士のいず

れか 
・普通自動車免許（AT 可） 
・経験不問 

待遇 ・昇給あり（年 1 回） 
・賞与（年 2 回 計 4 ヶ月分［昨年度実績］） 
・通勤手当全額支給 
・マイカー通勤 OK（無料駐車場あり） 
・社会保険完備 

仕事内容 デイサービスセンターご利用者やご家族に対する相談援助のお仕事です。

ご利用者の身体状況や生活環境を踏まえた個別援助計画の作成や、契約等

の手続・記録等の事務業務、食事・入浴・排泄・移動等の介助・介護業務、

また併せてご利用者宅への送迎業務（送迎車運転・添乗）も行って頂きま

す。 
勤務時間 8：30～17：30 
休日・休暇 ・週休 2 日制（年間休日 112 日） 

 ※休日は毎月の勤務表にて決定 
・有給休暇（初年度 6 ヶ月継続勤務にて 10 日付与。7 年目以降 20 日） 
・特別休暇（慶弔等）あり 
・育児休業、介護休業取得実績あり 

応募・お問い合わせの 

連絡先 

株式会社 九州サンガ（グループ会社） 
 〒861-8039  熊本県熊本市長嶺南 3 丁目 8 番地 58 号 
         二日市温泉翔裕園 採用担当宛て 

TEL 096-243-4650  
 



【二日市温泉翔裕園 求人情報】 

 
職 種 デイサービスセンター 看護職員 

雇用形態 正社員 
※試用期間あり（3 ヶ月・労働条件に変更はなし） 

給与 月給 221,200 円～251,880 円 
〈備考〉 
・基本給 192,000 円～210,800 円 
・特殊手当（19,200 円～21,800 円）含む 
・資格手当（10,000 円～20,000 円）含む 
 
その他該当者には次の手当を支給 
・住宅手当（最高 30,000 円） 
・扶養手当 

応募資格等 ・正看護師もしくは准看護師 
・経験不問 

待遇 ・昇給あり（年 1 回） 
・賞与（年 2 回 計 4 ヶ月分［昨年度実績］） 
・通勤手当全額支給 
・マイカー通勤 OK（無料駐車場あり） 
・社会保険完備 

仕事内容 デイサービスセンターご利用者に対する看護業務のお仕事です。血圧や体

温等のバイタルチェック等の日常の健康管理や、持参薬の服薬管理及び看

護処置、機能訓練の実施、食事・入浴・排泄・移動等の介助・介護業を行っ

て頂きます。 
勤務時間 8：30～17：30 
休日・休暇 ・週休 2 日制（年間休日 112 日） 

 ※休日は毎月の勤務表にて決定 
・有給休暇（初年度 6 ヶ月継続勤務にて 10 日付与。7 年目以降 20 日） 
・特別休暇（慶弔等）あり 
・育児休業、介護休業取得実績あり 

応募・お問い合わせの 

連絡先 

株式会社 九州サンガ（グループ会社） 
 〒861-8039  熊本県熊本市長嶺南 3 丁目 8 番地 58 号 
         二日市温泉翔裕園 採用担当宛て 

TEL 096-243-4650  
 
 
 
 
 
 



【二日市温泉翔裕園 求人情報】 

 
職 種 デイサービスセンター 看護職員 

雇用形態 パート 
※試用期間あり（3 ヶ月・労働条件に変更はなし） 

給与 時給 1,300 円～1,500 円 
応募資格等 ・正看護師もしくは准看護師 

・経験不問 
待遇 ・通勤手当全額支給 

・マイカー通勤 OK（無料駐車場あり） 
・社会保険は適用条件を満たした場合加入 

仕事内容 デイサービスセンターご利用者に対する看護業務のお仕事です。血圧や体

温等のバイタルチェック等の日常の健康管理や、持参薬の服薬管理及び看

護処置、機能訓練の実施、食事・入浴・排泄・移動等の介助・介護業を行っ

て頂きます。 
勤務時間及び日数 ・8：30～17：30 の間の 4 時間以上 

・週 3 日以上 
休日・休暇 ・休日は毎月の勤務表にて決定 

・有給休暇（初年度 6 ヶ月継続勤務にて 5 日～10 日付与） 
      ※付与日数は週の所定労働日数により 

応募・お問い合わせの 

連絡先 

株式会社 九州サンガ（グループ会社） 
 〒861-8039  熊本県熊本市長嶺南 3 丁目 8 番地 58 号 
         二日市温泉翔裕園 採用担当宛て 

TEL 096-243-4650  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【二日市温泉翔裕園 求人情報】 

 
職 種 有料老人ホーム 介護職員 

雇用形態 正社員 

※試用期間あり（3 ヶ月・労働条件に変更はなし） 
給与 月給 186,530 円～230,090 円 

〈備考〉 
・基本給 142,300 円～181,900 円 
・特殊手当（14,230 円～18,190 円）含む 
・夜勤手当 30,000 円（1 回 6,000 円／月 5 回分）含む 
 
その他該当者には次の手当を支給 
・資格手当（3,000 円～20,000 円） 
・住宅手当（最高 30,000 円） 
・扶養手当 

応募資格等 ・介護職員初任者研修（旧ヘルパー2 級）以上取得もしくは取得予定であれ

ばなお可。 
・経験不問 

待遇 ・昇給あり（年 1 回） 
・賞与（年 2 回 計 4 ヶ月分［昨年度実績］） 
・通勤手当全額支給 
・マイカー通勤 OK（無料駐車場あり） 
・社会保険完備 

仕事内容 有料老人ホームご入居者に対する介助・介護及び生活援助のお仕事です。 
食事・入浴・排泄・移動等における介助や見守り、また居室の清掃や洗濯、

共有スペースの管理などの生活援助等を行って頂きます。 
勤務時間 日勤 8：30～17：30 

早番 7：30～16：30 
遅番 10：00～19：00 
夜勤 16：00～翌 9：00（月 5～6 回程度） 

休日・休暇 ・週休 2 日制（年間休日 112 日） 
 ※休日は毎月の勤務表にて決定 
・有給休暇（初年度 6 ヶ月継続勤務にて 10 日付与。7 年目以降 20 日） 
・特別休暇（慶弔等）あり 
・育児休業、介護休業取得実績あり 

応募・お問い合わせの 

連絡先 

株式会社 九州サンガ（グループ会社） 
 〒861-8039  熊本県熊本市長嶺南 3 丁目 8 番地 58 号 
         二日市温泉翔裕園 採用担当宛て 

TEL 096-243-4650  
 
 



【二日市温泉翔裕園 求人情報】 

 
職 種 有料老人ホーム 夜勤専従介護職員 

雇用形態 パート 
※試用期間あり（3 ヶ月・労働条件に変更はなし） 

給与 日給 16,000 円～20,000 円 
応募資格等 ・介護職員初任者研修（旧ヘルパー2 級）以上取得もしくは取得予定であれ

ばなお可。 
・経験不問 

待遇 ・通勤手当全額支給 
・マイカー通勤 OK（無料駐車場あり） 
・社会保険は適用条件を満たした場合加入 

仕事内容 有料老人ホームご入居者に対する介助・介護及び生活援助のお仕事です。 
食事・入浴・排泄・移動等における介助や見守り、また居室の清掃や洗濯、

共有スペースの管理などの生活援助等を行って頂きます。 
勤務日数 週 1 日以上 
休日・休暇 ・勤務日は毎月の勤務表にて決定 

・有給休暇（初年度 6 ヶ月継続勤務にて 3 日～5 日付与） 
      ※付与日数は週の所定労働日数により 

応募・お問い合わせの 

連絡先 

株式会社 九州サンガ（グループ会社） 
 〒861-8039  熊本県熊本市長嶺南 3 丁目 8 番地 58 号 
         二日市温泉翔裕園 採用担当宛て 

TEL 096-243-4650  
 


