
いつも 心に 笑顔を

スターツケアサービス株式会社 募集概要



働 き 方イ ロ イ ロ

介護の現場で働く仲間を募集しています

ご自身に合った働き方を

選択してください！

シニア
の方大歓迎！定年は年齢ではない！
やっぱり仕事って楽しいですね
「働くことが最大の若返り」です

未経験
の方でも先輩スタッ
フが丁寧にサポート
します！
ゼロから一緒に学ん
でいきましょう！

キャリア
の方は今までの経験を活かしてキャリア
アップしませんか？
マネージメントや
新規事業の経験が
積めます！

ママさん
の方も子育てと両立
しながら働けます！

週1日～

1日4時間～

でもＯＫです！
時間帯も相談可能！

いつも心に笑顔を



スターツケアサービス事業所一覧

神奈川県

グループホーム グループホームきらら日吉 神奈川県横浜市港北区箕輪町３－１３－２３

訪問介護 ケアステーションきらら大倉山（訪問介護） 神奈川県横浜市港北区大曽根１-１６-１４

訪問介護 ケアステーションきらら鶴見（訪問介護） 神奈川県横浜市鶴見区佃野町２６－１０

訪問介護 ケアステーションきらら川崎小倉（訪問介護） 神奈川県川崎市幸区小倉２－２１－３６

居宅介護支援 ケアステーションきらら大倉山（居宅介護支援） 神奈川県横浜市港北区大曽根１-１６-１４

居宅介護支援 ケアステーションきらら鶴見（居宅介護支援） 神奈川県横浜市鶴見区佃野町２６－１０

居宅介護支援 ケアステーションきらら川崎小倉(居宅介護支援） 神奈川県川崎市幸区小倉２－３２－２２

デイサービス デイサービスきらら駒岡 神奈川県横浜市鶴見区駒岡３－３７－１６

デイサービス デイサービスきらら川崎小倉 神奈川県川崎市幸区小倉２－２１－３６

有料老人ホーム 住宅型有料老人ホームきらら川崎小倉 神奈川県川崎市幸区小倉２－２１－３６

千葉県

グループホーム グループホームきらら船橋宮本 千葉県船橋市宮本８－１－２２

グループホーム グループホームきらら公津の杜 千葉県成田市公津の杜５－５－５

グループホーム グループホームきらら浦安海楽 千葉県浦安市海楽２－６－１２

グループホーム グループホームきらら浦安富士見 千葉県浦安市富士見５－１５－１１－１号

グループホーム グループホームきらら新浦安 千葉県浦安市明海２－１２－１

グループホーム グループホームきらら当代島 千葉県浦安市当代島2-22-29

グループホーム グループホームきらら市川妙典 千葉県市川市塩焼４－１４－２２

グループホーム グループホームきらら南行徳 千葉県市川市南行徳３－１８－２１

グループホーム グループホームきらら朝日が丘 千葉県千葉市花見川区朝日ヶ丘３－９－３３

グループホーム グループホームきらら都町 千葉県千葉市中央区都町１２１２－４

小規模多機能施設 小規模多機能きらら北栄 千葉県浦安市北栄2-18-18

小規模多機能施設 小規模多機能きらら南行徳 千葉県市川市南行徳３－１８－２１

デイサービス デイサービスきらら新浦安 千葉県浦安市明海２－１２－１

訪問介護 ケアステーションきらら浦安（訪問介護） 千葉県浦安市北栄2-18-18

有料老人ホーム ケアホームうらら新浦安 千葉県浦安市明海２－１２－１

高齢者賃貸住宅 ライフサポートレジデンスゆらら北栄 千葉県浦安市北栄２－１８－１８

居宅介護支援 ケアステーションきらら新浦安（居宅介護支援） 千葉県浦安市明海２－１２－１

認可保育園 幕張本郷きらきら保育園 千葉県千葉市花見川区幕張本郷５－８－８

認可保育園 流山おおたかの森きらきら保育園 千葉県流山市西初石５－５４（新Ｂ８１街区１）

認可保育園 新浦安きらきら保育園 千葉県浦安市明海２－１２－１

埼玉県
グループホーム グループホームきらら春日部 埼玉県春日部市浜川戸１－５－１０

小規模多機能施設 小規模多機能きらら春日部 埼玉県春日部市浜川戸１－５－１０

愛知県

グループホーム グループホームきらら豊田緑ケ丘 愛知県豊田市緑ケ丘７丁目５２

グループホーム グループホームきららあま七宝町 愛知県あま市七宝町鯰橋６－２７－１

居宅介護支援 ケアステーションきらら豊田日之出（居宅介護支援） 愛知県豊田市日之出町２－４－１０

居宅介護支援 ケアステーションきらら桜山（居宅介護支援） 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６－１－２

訪問介護 ケアステーションきらら桜山（訪問介護） 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６－１－２

高齢者賃貸住宅 ライフサポートレジデンスゆらら桜山 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６－１－２

デイサービス フィットネスデイサービスウェルビィ桜山 愛知県名古屋市瑞穂区中山町６－１－２

デイサービス デイサービスきらら豊田緑ケ丘 愛知県豊田市緑ケ丘７丁目５２

大阪府

グループホーム グループホームきらら東淀川 大阪府大阪市東淀川区東中島６－８－１２

グループホーム グループホームきらら南巽 大阪府大阪市生野区巽中４－１２－３５

グループホーム グループホームきらら千里丘 大阪府摂津市千里丘６－６－３５

京都府
グループホーム グループホームきらら嵯峨嵐山 平成31年3月NEW OPEN！ 京都府京都市右京区嵯峨新宮町５１－３

小規模多機能施設 小規模多機能きらら嵯峨嵐山 平成31年3月NEW OPEN！ 京都府京都市右京区嵯峨新宮町５１－３

兵庫県

グループホーム グループホームきらら尼崎園田 兵庫県尼崎市瓦宮２-１０-４１

グループホーム グループホームきらら尼崎武庫之荘 兵庫県尼崎市武庫之荘本町３－１２－２３

訪問介護 ケアステーションきらら神戸（訪問介護） 兵庫県神戸市兵庫区上庄通３－２－１６

居宅介護支援 ケアステーションきらら神戸（居宅介護支援） 兵庫県神戸市兵庫区上庄通３－２－１６

訪問看護 訪問看護ステーションきらら神戸（訪問看護） 兵庫県神戸市兵庫区上庄通３－２－１６

訪問介護 ケアステーションきらら垂水（訪問介護） 兵庫県神戸市垂水区西脇２－７－４９

居宅介護支援 ケアステーションきらら垂水（居宅介護支援） 兵庫県神戸市垂水区西脇２－７－４９

訪問介護 ケアステーションきらら長田（訪問介護） 兵庫県神戸市長田区川西通３－５６－２

都道府県 サービス 事業所 住所

東京都

グループホーム グループホームきらら東大島 東京都江東区大島７－２５－１

グループホーム グループホームきらら品川荏原 東京都品川区荏原６－１７－１０

グループホーム グループホームきらら一之江 東京都江戸川区一之江７－５０－６

グループホーム グループホームきらら篠崎 東京都江戸川区篠崎町４－１９－１０

グループホーム グループホームきらら西葛西 東京都江戸川区西葛西１－３－９

グループホーム グループホームきらら東葛西 東京都江戸川区東葛西１－３７－１４

グループホーム グループホームきらら南葛西 東京都江戸川区南葛西４－３－１９

グループホーム グループホームきらら北葛西 東京都江戸川区北葛西３－５－３０

グループホーム グループホームきらら清新町 東京都江戸川区清新町２－２－３６

グループホーム グループホームきらら北小岩 東京都江戸川区北小岩４－４０－１３

グループホーム グループホームきらら木場公園 東京都江東区平野３－７－８

グループホーム グループホームきらら南砂町 東京都江東区南砂３－８－２８

グループホーム グループホームきらら世田谷野沢 東京都世田谷区野沢２－６－８

グループホーム グループホームきらら奥沢 東京都世田谷区奥沢３－２－１７

グループホーム グループホームきらら東綾瀬 東京都足立区東綾瀬2-17-10

グループホーム グループホームきらら大森東 東京都大田区大森東５－２１－９

グループホーム グループホームきらら久が原 東京都大田区東嶺町２６－５

グループホーム グループホームきらら目黒青葉台 東京都目黒区青葉台３－１５－１７

グループホーム グループホームきらら荻窪 東京都杉並区清水１－２８－１

グループホーム グループホームきらら西荻窪 東京都杉並区今川３－３－２９

グループホーム グループホームきらら新高円寺 平成31年3月NEW OPEN！ 東京都杉並区堀之内３－５－１８

小規模多機能施設 小規模多機能きらら北小岩 東京都江戸川区北小岩４－４０－１３

小規模多機能施設 小規模多機能施設きらら船堀駅前 東京都江戸川区船堀４－８－１０

小規模多機能施設 小規模多機能きらら清新町 東京都江戸川区清新町２－２－３６

小規模多機能施設 小規模多機能きらら奥沢 東京都世田谷区奥沢３－２－１７

デイサービス デイサービスきらら一之江 東京都江戸川区一之江７－５０－６

居宅介護支援 ケアステーションきらら一之江（居宅介護支援） 東京都江戸川区一之江７－５０－６

居宅介護支援 ケアステーションきらら篠崎（居宅介護支援） 東京都江戸川区篠崎町1-103-1

居宅介護支援 ケアステーションきらら船堀（居宅介護支援） 東京都江戸川区船堀3-14-10

居宅介護支援 ケアステーションきらら南葛西（居宅介護支援） 東京都江戸川区南葛西４－３－１９

居宅介護支援 ケアステーションきらら大島（居宅介護支援） 東京都江東区大島５－３８－８

居宅介護支援 ケアステーションきらら学芸大学（居宅介護支援） 東京都目黒区鷹番３－６－６

訪問介護 ケアステーションきらら篠崎（訪問介護） 東京都江戸川区篠崎町1-103-1

訪問介護 ケアステーションきらら船堀（訪問介護） 東京都江戸川区船堀3-14-10

訪問介護 ケアステーションきらら大島（訪問介護） 東京都江東区大島５－３８－８

訪問介護 ケアステーションきらら学芸大学（訪問介護） 東京都目黒区鷹番３－６－６

有料老人ホーム ケアホームうらら一之江 東京都江戸川区一之江７－５０－６

高齢者賃貸住宅 ライフサポートレジデンスゆらら船堀駅前 東京都江戸川区船堀４－８－１０

高齢者賃貸住宅 高齢者優良賃貸住宅あんじゅ一之江 東京都江戸川区一之江３－２－１４

高齢者賃貸住宅 ライフサポートレジデンスゆらら篠崎 東京都江戸川区篠崎町1-103-1

高齢者賃貸住宅 ライフサポートレジデンスゆらら船堀 東京都江戸川区船堀3-14-10

認可保育園 西新井きらきら保育園 東京都足立区西新井栄町１－１８－１４

認可保育園 東綾瀬きらきら保育園 東京都足立区東綾瀬２－１７－８

認可保育園 日暮里きらきら保育園 東京都荒川区西日暮里２－３０－４

企業主導型保育園 西葛西きらきら保育園 東京都江戸川区西葛西６－１７－１－２０６

福祉用具 福祉用具事業所 東京都江戸川区一之江７－５０－６

平成31年1月1日時点



グループホーム 小規模多機能 有料老人ホーム

正社員
準社員

管理者候補 月給 28万2,000円～36万2,000円 看護師 月給 29万8,000円～33万7,000円

ユニットリーダー候補 月給 21万5,000円～27万円 フロアリーダー候補 月給 23万6,000円～27万4,000円

計画作成担当者 月給 23万7,000円～25万2,000円 計画作成担当者 月給 26万9,000円～33万円

介護スタッフ 月給 20万8,000円～25万2,000円 介護スタッフ 月給 23万2,000円～27万3,000円

パート・アルバイト
介護スタッフ
夜勤専従スタッフ

時給 990円～1,310円
1回 23,000円～25,000円

介護スタッフ
夜勤専従スタッフ

時給 1,030円～1,380円
1回 27,000円

デイサービス 訪問介護 居宅介護支援

正社員
準社員

管理者候補 27万2,000円～ 管理者候補 26万7,000円～ 管理者候補 28万4,000円～

介護リーダー 21万4,000円～ サービス提供責任者 22万円～ ケアマネージャー 25万5,000円～

介護スタッフ 19万4,000円～ 常勤ヘルパー 18万7,000円～

パート・アルバイト
介護スタッフ 1,020円～ 登録

ヘルパー
（身体介護）時給1,700円
（生活支援）時給1,300円

【サービス別給与一覧】

【共通事項】

問合せ先

採用面接は、応募施設または当社指定場所でおこないます。お気軽に面接希望日程をご相談ください。

スターツケアサービス株式会社
〒135-0042 東京都江東区木場5-8-40東京パークサイドビル12階
(代表) 03-6880-3270 (URL) http://www.starts.co.jp/s-careservice
東京都/神奈川県/千葉県/埼玉県/大阪府/愛知県/兵庫県 全96拠点 高齢者支援事業及び認可保育園を運営
ピタットハウスの運営やOZマガジンを発刊するスターツグループ

フリーダイヤル 0120-46-3788問合せ

会社
概要

新ケア手法や人財育成の取り組み

「臨床美術」という手法で認知症の促進を軽減します

社内表彰制度～レカシー～

社員旅行～グループ会社の温泉所感にて～

自己実現を目指す！挑戦できるフィールド

「介護職を極める！」「マネジメントを学びたい！」
一人ひとりのキャリアイメージに合わせた
教育研修プログラムがあります。
また、新規施設の立上げや新規事業の
企画にも参加できるチャレンジ制度が
あります！

無資格・未経験の方でも安心スタート！

無資格・未経験の方でも、ＯＪＴ制度や
スキルアップ研修が充実している
ので、安心してスタートできます。
また、これから資格取得を目指す人
にも資格取得支援制度があります。

夜勤なし正社員制度スタート！

子育ての最中で夜勤はできない・・・
体力的に夜勤が不安・・・

夜勤はできないけど、
キャリアや資格を活かして
正社員として働きたい方に
オススメの制度です。

http://www.starts.co.jp/s-careservice

