
ブース
番号

法人名 施設種別 ※ 求人職種 就職先地域

1 社会福祉法人 アパティア福祉会 特養、児童養護施設始め６施設 介護職員、生活支援員始め１０職種 三河、三重県

2 社会福祉法人 愛知慈恵会 特養、養護老人ホーム始め７施設 介護職員
県内複数地域、
岐阜県

3 社会福祉法人 恵泉会 知的障害児通園施設始め3施設 保育士、児童指導員始め6職種 県内 複数地域

4 社会福祉法人 ひまわり福祉会 知的障害者授産施設始め4施設 生活支援員 県内 複数地域

5 社会福祉法人 高坂福祉会 特養 2施設 介護職員 県内 複数地域

6 社会福祉法人 あさみどりの会 知的障害者入所更生施設始め４施設 生活支援員、世話人始め４職種 県内 複数地域

7
社会福祉法人サンライフ
社会福祉法人サン・ビジョン

特養、DS、介護老人保健施設始め９施設 介護職員、相談員 県内 複数地域

8 社会福祉法人 旭会 特養、有料老人ホーム 始め４施設 介護職員、看護師 県内 複数地域

9 社会福祉法人 福寿園 特養 ８施設 介護職員、看護師始め6職種 県内 複数地域

10 社会福祉法人 大和社会福祉事業振興会 身体障害者療護施設 ２施設 介護職員、看護師 県内 複数地域

11 社会福祉法人 愛生福祉会 特養、GH、DS、始め６施設 介護職員、看護師始め4職種 県内 複数地域

12 社会福祉法人 紫水会 特養、GH、DS、ケアハウス始め６施設 介護職員、看護職始め６職種 県内 複数地域

13 社会福祉法人 成祥福祉会 特養 ４施設 介護職員 県内 複数地域

14 社会福祉法人 恩賜財団愛知県同胞援護会 特養、身体障害者入所更生施設始め７施設 介護職員、看護師始め４職種 県内 複数地域

15 社会福祉法人 ダブルエッチジェー 地域活動支援センター始め４施設 看護師、生活支援員始め6職種 県内 複数地域

16 （株）川島コーポレーション 有料老人ホーム 2施設 介護職員、ヘルパー 県内 複数地域

17 （株）山市 GH、DS 介護職員 県内 複数地域

18 （株）サカイ GH、訪問看護始め５施設 介護職員、看護師、介護支援専門員 県内 複数地域

19 （有）雄生 GH、居宅介護支援始め３施設 介護職員 県内 複数地域

20 (株)日本保育サービス 保育所 ４施設 保育士 県内 複数地域

21 （株）アバンセライフサポート 居宅介護支援、訪問介護、GH、DS
管理者、事務員、ヘルパー始め8職
種

県内 複数地域

22 （株）ハルス GH、特定施設入居者生活介護始め６事業所 介護職員、看護職員、生活相談員 県内 複数地域

23 アースサポート(株) 訪問介護、訪問入浴始め９事業所 介護職員、看護師始め４職種 県内 複数地域

24 パナソニック電工エイジフリーサービス（株） 訪問入浴、通所介護 9事業所 介護職員、看護師始め６職種 県内 複数地域

25
(株)ニチイ学館/ (株)ニチイケア愛知/（株）ニチイ
のきらめき/（株）ニチイのほほえみ

GH、有料老人ホーム、訪問介護など４０事業
所

介護職員、看護師始め６職種 県内 複数地域

26 （株）東海ケアサービス GH、訪問介護 ４事業所
介護職員、ヘルパー、サービス提供
責任者

県内 複数地域

27 社会福祉法人 日進福祉会 特養 介護職員 尾張

28 社会福祉法人 憩の郷 精神障害者通所授産施設 精神保健福祉士 尾張

29 社会福祉法人 清修会 特養 介護職員 尾張

30 社会福祉法人 愛知三愛福祉会 特養 介護職員、看護師 尾張

31 社会福祉法人 元気寿会 特養 介護職員 尾張

32 社会福祉法人 カリヨン福祉会 特養、居宅介護支援、DS、GH
介護職員、生活相談員、介護支援専
門員

尾張

33 社会福祉法人 博寿会 特養 介護職員、看護師 尾張

34 社会福祉法人 成仁会 特養 介護職員、看護師始め4職種 尾張

35 社会福祉法人 あぐりす実の会 特養、DS 介護職員、生活相談員 尾張

36 社会福祉法人 愛知たいようの杜 特養、DS、GH 介護職員 尾張

37 社会福祉法人 高久会 特養、ケアハウス 介護職員、看護師、介護支援専門員 尾張

38 社会福祉法人 南知多 特養、ケアハウス始め５施設 介護職員、看護師始め６職種 尾張
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※施設種別：特別養護老人ホームは「特養」、デイサービス（通所介護）は「DS」、グループホーム（認知症対応型共同生活介護など）は「GH」と表記。



39 社会福祉法人 ふたば福祉会 特養、DS、知的障害者通所更生施設 介護職員、看護師、指導員 尾張

40 社会福祉法人 東海 特養、DS 介護職員 尾張

41 社会福祉法人 福田会 特養、身体障害者更生援護施設 介護職員 尾張

42 社会福祉法人 ともいき福祉会 特養、DS、ショートスティ 介護職員、看護師 尾張

43 社会福祉法人 萬里の会 特養 介護職員 尾張

44 社会福祉法人 貞徳会 特養、養護老人 介護職員 尾張

45 社会福祉法人 溢愛館 児童養護施設 指導員、保育士、事務員、栄養士 尾張

46 社会福祉法人 愛光園 生活介護、知的障害児通園施設始め９施設
支援員、保育士、ヘルパー、介護職
員

尾張

47 社会福祉法人 くわの実福祉会 知的障害者更生施設、障害者福祉サービス 生活指導員 尾張

48 社会福祉法人 瑞祥 / （医）瑞心会 特養、DS始め４施設 看護師、生活相談員始め５職種 尾張

49 社会福祉法人 コスモス福祉会 障害者福祉施設 ６施設 介護職員、相談員始め４職種 尾張

50 社会福祉法人 一期一会福祉会 軽費老人ホーム、DS、特養 始め１０施設 介護職員、看護師 尾張

51 社会福祉法人 たんぽぽ福祉会 特養、DS、ヘルパーステーション 介護職員、看護師始め５職種 尾張

52 社会福祉法人 椎の木福祉会 特養 ２施設 介護職員、生活相談員 尾張

53 社会福祉法人 墨友会 特養 介護職員 尾張

54 社会福祉法人 知多福祉会 特養 介護職員 尾張

55 社会福祉法人 西春日井福祉会 特養 4施設 介護職員 尾張

56 社会福祉法人 愛燦会 特養、生活介護 始め４施設
介護職員、看護師、生活支援員、指
導員

尾張

57 社会福祉法人 あいち清光会 知的障害者援護施設 生活支援員、事務員 尾張

58 社会福祉法人 祖父江愛照会 特養、DS、老人保健施設
介護職員、調理員、生活相談員,看
護師

尾張

59 社会福祉法人 白寿苑 特養 介護職員、事務員 尾張

60 社会福祉法人 きまもり会 知的障害者援護施設 作業指導員 尾張

61 社会福祉法人 薫風会 特養 3施設 介護職員、看護師 尾張

62 社会福祉法人 弥富福祉会 特養 介護職員 尾張

63 社会福祉法人 すずかけ福祉会 知的障害者通所授産施設 指導員 尾張

64 社会福祉法人 嘉祥福祉会 特養、身体障害者更生援護施設 介護職員、生活相談員始め５職種 尾張

65 社会福祉法人 尾張健友福祉会 小規模多機能型、DS 介護職員 尾張

66 社会福祉法人 相和福祉会 知的障害者入所更生施設始め５施設 支援員、世話人 尾張

67 社会福祉法人 樹の里 特養、DS 介護職員 尾張

68 社会福祉法人 勅使会 特養、ケアハウス、DS 介護職員、生活相談員 尾張

69 社会福祉法人 犬山福祉会 保育所、乳児員 保育所、看護師 尾張

70 社会福祉法人 養楽福祉会 知的障害者入所更生施設 生活支援員 尾張

71 社会福祉法人 みはま福祉会 知的障害者通所授産施設 生活支援員 尾張

72 社会福祉法人 けやき福祉会 知的障害者通所更生施設始め３施設 生活支援員、ヘルパー 尾張

73 （医）啓友会 介護老人保健施設 介護職員 尾張

74 （株）憩 DS、短期入所 介護職員、生活相談員 尾張

75 （医）医仁会
有料老人ホーム、介護老人保健施設始め3施
設

介護職員、看護師始め４職種 尾張

76 （医）愛仁会 介護老人保健施設 介護職員、看護師 尾張

77 （医）羊蹄会 DS、介護老人保健施設始め６施設 介護職員、介護支援専門員 尾張

78 （医）欅会 介護老人保健施設 介護職員 尾張

79 （医）名翔会 介護老人保健施設 介護職員、看護師 尾張

80 ケアパートナー（株） DS 介護職員、看護始め８職種 尾張



81 （医）勝川医院 DS、通所リハビリ、訪問介護 介護職員、ヘルパー 尾張

82 なも介護サポート（有） DS、短期入所 生活相談員、介護職員 尾張

83 （株）総合福祉サービスJ・You DS、児童ディ始め６施設 介護職員、看護職員始め５職種 尾張

84 （株）ケア・リンク 有料老人ホーム、DS 介護職員、看護職員 尾張

85 （医）尾張健友会 訪問看護、介護老人保健施設 介護職員、看護職員、ヘルパー 尾張

86 （医）メディライフ 訪問介護、介護療養型医療施設 介護職員、看護職員 尾張

87 （有）ハートフルハウス 訪問介護、居宅支援、宅配給食始め８施設
調理員、ヘルパー、運転手始め６職
種

尾張

88 社会福祉法人 不二福祉事業会 特養 3施設 介護職員 三河

89 社会福祉法人 碧晴会 特養 介護職員、相談員 三河

90 社会福祉法人 くるみ会 知的障害者入所更生施設始め３施設 生活支援員、作業指導員 三河

91 社会福祉法人 きらら会 特養 介護職員、生活相談員 三河

92 社会福祉法人 みどりの里 特養、DS、訪問看護 介護職員、生活相談員始め4職種 三河

93 社会福祉法人 昭徳会 特養、短期入所、知的障害者支援施設 介護職員、生活支援員 三河

94 社会福祉法人 豊生会 特養 介護職員、看護師 三河

95 社会福祉法人 岩崎学園 知的障害児施設 保育士 三河

96 社会福祉法人 豊田みのり福祉会 特養 介護職員 三河

97 社会福祉法人 徳永会すばる 特養 介護職員、看護師 三河

98 社会福祉法人 さわらび会 知的障害者援護施設、特養 始め４施設 介護職員、支援員 三河

99 社会福祉法人 幡豆福祉会 特養 介護職員 三河

100 社会福祉法人 ユーアンドアイ 特養、GH 介護職員 三河

101 社会福祉法人 安祥福祉会 特養、DS 介護職員、看護師始め５職種 三河

102 社会福祉法人 東加茂福祉会 特養 介護職員 三河

103 社会福祉法人 百陽会 特養 介護職員、看護職 三河

104 社会福祉法人 和敬会 特養、児童養護施設、DS 介護職員、看護師始め３職種 三河

105 社会福祉法人 おかざき福祉会 特養、GH始め４施設 相談員、看護師、保育士始め5職種 三河

106 社会福祉法人 觀寿々会 特養、DS、地域包括支援センター始め５施設 管理栄養士、介護職員始め５職種 三河

107 社会福祉法人 寿宝会 特養 ２施設、GH 介護職員、生活相談員 三河

108 社会福祉法人 若竹荘 知的障害者援護施設 支援員 三河

109 社会福祉法人 ひかりの家 児童DS、身体障害者小規模通所授産施設 保育士、児童指導員、生活支援員 三河

110 社会福祉法人 無門福祉会 知的障害者支援施設 ２施設 生活支援員 三河

111 社会福祉法人 とよた光の里 知的障害者支援施設 介護職員、看護職 三河

112 社会福祉法人 瑞穂会 特養 ２施設、GH 介護職員 三河

113 社会福祉法人 新城福祉会 知的障害者支援施設、ケアホーム・GH 生活支援員、世話人 三河

114 社会福祉法人 松竹会 身体障害者療護施設 介護職員 三河

115 社会福祉法人 長寿会 特養、DS、ケアハウス 相談員、機能訓練指導員始め４職種 三河

116 （株）RandTカンパニー 介護付有料老人ホーム、通所介護始め５施設 介護職員、看護師 尾張

117 （医）仁医会 介護老人保健施設、訪問介護始め３施設 介護職員、相談員始め４職種 三河

118 NPO法人 岡崎自立生活センターぴあはうす 自立生活センター 相談員 三河

119 NPO法人 メンタルネットとよかわ 地域生活支援センター 指導員 三河

120 （株）トップウェル DS 介護職員、看護職、生活相談員 三河

121 （株）バーデン 有料老人ホーム、DS、訪問介護 介護職員、看護職、ヘルパー 三河

122 （医）鉄友会 介護老人保健施設 ２施設 介護職員、看護師始め４職種 三河



123 （医）米津会 介護老人保健施設 始め５施設 介護職員、看護師、介護支援専門員 三河

124 (株)東海ケアグループ GH、通所介護、訪問入浴 介護職員、看護師 三河

125 社会福祉法人 英楽会 特養 介護職員 名古屋

126 社会福祉法人 貴愛会 特養 介護職員 名古屋

127 社会福祉法人 エゼル福祉会 障害者DS
生活支援員、就労指導員、職業指導
員

名古屋

128 社会福祉法人 やまびこ福祉会 居宅介護、生活介護 介護職員、ヘルパー、世話人 名古屋

129 社会福祉法人 八事福祉会 特養 2施設 介護職員、看護師 名古屋

130 愛知県青い鳥医療福祉センター 重症児・肢体不自由児施設 看護師、保育士 名古屋

131 社会福祉法人 さくらんぼの会 生活介護、ホームヘルプ始め７施設
作業指導員、生活指導員、ヘル
パー、事務員

名古屋

132 社会福祉法人ラ・エール
知的障害者通所授産施設、地域活動支援セ
ンター

作業指導員 名古屋

133 社会福祉法人 緑生福祉会 特養 ２施設 介護職員 名古屋

134 社会福祉法人 清明福祉会 特養、DS、訪問介護 介護職員、サービス提供責任者 名古屋

135 社会福祉法人 福誠会 特養 介護職員 名古屋

136 社会福祉法人 中日会 保育園 調理員 名古屋

137 社会福祉法人 共愛会 特養 4施設 DS 介護職員、看護師 名古屋

138 社会福祉法人 １９８０ 生活介護 介護職員、看護師 名古屋

139 社会福祉法人 なごや福祉施設協会 特養 12施設 介護職員、看護師 名古屋

140 社会福祉法人 新生会 身体障害者療護施設 介護職員 名古屋

141 社会福祉法人 大幸福祉会 特養 ２施設 介護職員、看護師、介護支援専門員 名古屋

142 社会福祉法人 道徳福祉会 特養 介護職員、管理栄養士始め４職種 名古屋

143 社会福祉法人 ほっとはむ 障害福祉サービス 生活支援員、栄養士、調理員 名古屋

144 社会福祉法人 華陽会 特養、DS 介護職員、看護師、機能訓練指導員 名古屋

145 社会福祉法人 八起社 特養 介護職員、看護師、栄養管理士 名古屋

146 社会福祉法人 なかまの家 通所介護 介護職員 名古屋

147 社会福祉法人 九十九会 特養 介護職員 名古屋

148 社会福祉法人 天白原福祉会 特養 介護職員 名古屋

149 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 福祉会館、児童館 支援員、指導員 名古屋

150 社会福祉法人 よつ葉の会 知的障害者更生施設、ケアホーム始め4施設 生活支援員、世話人、ヘルパー 名古屋

151 社会福祉法人 さふらん会 知的障害者通所授産、生活介護 世話人、支援員 名古屋

152 社会福祉法人 名北福祉会 生活介護 生活支援員 名古屋

153 社会福祉法人 富田福祉会 特養、DS、知的障害者GH 介護職員、生活相談員始め4職種 名古屋

154 社会福祉法人 橅の森 生活介護、ケアホーム、居宅介護
理学・作業療法士、生活支援員始め
７職種

名古屋

155 社会福祉法人 青大悲福祉協会 養護老人ホーム、DS、居宅介護支援 調理員、栄養士始め7職種 名古屋

156 社会福祉法人 平針福祉会 知的障害者入所更生施設 支援員 名古屋

157 社会福祉法人 中央有鄰学院 児童養護施設 指導員、保育士、調理員 名古屋

158 社会福祉法人 大同福祉会 特養 介護職員 名古屋

159 社会福祉法人 高針福祉会 特養、DS、居宅介護支援 介護職員、看護師始め３職種 名古屋

160 社会福祉法人 AJU自立の家 障害児ヘルパーステーション始め５施設 ヘルパー、生活相談員始め５職種 名古屋

161 社会福祉法人 フラワー園 特養 2施設 DS ２施設 介護職員、看護師 名古屋

162 社会福祉法人 幸寿会 特養 介護職員 名古屋

163 社会福祉法人 喜多会 特養 介護職員、看護師 名古屋

164 （株）介護福祉サービス DS 施設長、介護職員 名古屋



165 （株）中日エムエス 介護付有料老人ホーム、在宅介護始め4施設
介護職員、看護職員、介護支援専門
員

名古屋

166 （有）アット GH、DS 介護職員、看護職員、運転手 名古屋

168
(有）山田ケアサービス
（有）ナースエイド山田

DS ２施設 生活相談員、介護職員始め４職種 名古屋

169 （医）善樹会 介護老人保健施設 ２施設 看護師、介護職員 名古屋

170 セントケア中部(株) 訪問介護、訪問入浴始め６施設 ヘルパー、オペレーター始め5職種 名古屋

171 （医）吉田病院 訪問介護、老人保健施設など3施設 介護職員、看護師始め5職種 名古屋

172 （医）聖生会 介護老人保健施設 介護職員、看護師始め6職種 名古屋

173 （株）ないすらいふ GH 介護職員、看護師始め３職種 名古屋

174 愛知メディカルサービス（株） 介護付有料老人ホーム 介護職員 名古屋

175 （有）カム総合サービス GH 介護職員 名古屋

176 （医）藤枝会 介護老人保健施設 介護職員 名古屋

177 （有）マインズ GH、認知症対応型DS
介護支援専門員、生活相談員始め４
職種

名古屋

178 （株）名東介護センター 訪問介護 ヘルパー、サービス提供責任者 名古屋

179 NPO法人 福祉発信基地友の家 障害者居宅介護 支援員、ヘルパー 名古屋

180 (財)名古屋市高齢者療養サービス事業団
訪問看護、居宅介護支援、地域活動支援セン
ター

看護師、保健師始め４職種 名古屋

181 （株）ベネッセスタイルケア 有料老人ホーム １５事業所 介護職員、看護師、准看護師 名古屋

182 ブラザー健康保険組合 介護老人保健施設 介護職員、看護師、言語聴覚士 名古屋

183 北医療生活協同組合 介護老人保健施設、訪問介護始め３施設 作業療法士、介護職員始め５職種 名古屋

184 （株）イズミ GH 2施設、DS ３施設 介護職員、看護師 名古屋

185 （株）セラム 通所介護 ４事業所 介護職員、調理員、ヘルパー 名古屋

186 NPO法人 かくれんぼ 居宅介護、GH、小規模多機能、DS 介護職員、介護支援専門員 名古屋

187 （医）紫陽 介護老人保健施設 介護職員、看護師 名古屋

188 名鉄不動産（株） 介護付有料老人ホーム 介護職員 名古屋

189 （株）在宅看護センター愛 訪問介護、GH ヘルパー、介護職員 名古屋

190 （医）杏園会 介護老人保健施設、通所リハ 介護職員、看護師 名古屋

191 NPO法人 生き生きネットワークてとろ 居宅介護、訪問介護、通所介護、生活介護
サービス提供責任者、介護職員、ヘ
ルパー

名古屋

192 （医）幸世会 介護老人保健施設 介護職員、看護師、理学療法士 名古屋

193 NPO法人 風の会 身体障害者DS地域活動支援事業始め４施設 介護職員、ヘルパー 名古屋

194 企業組合 カトレア・サービス 児童DS、居宅介護 指導員、介護職員、ヘルパー 名古屋

195 エム・オーヒューマンサービス（株） 児童DS、地域活動支援センター始め4施設 支援員、事務員 名古屋

196 NPO法人 ドリーム 小規模作業所 作業指導員 名古屋

197 （株）エム・ケア介護センター 訪問介護、居宅支援 サービス提供責任者始め３職種 名古屋

198 （株）MM 特定施設入居者生活介護 介護職員、看護師、介護支援専門員 名古屋

199 （株）ケアベルデ 介護付有料老人ホーム3施設 介護職員、看護師 名古屋

200 （医）桂名会 老人保健施設、通所介護、病院 介護職員 名古屋

201 NPO法人 コンビニの会 障害者生活支援 介護職員、事務員 名古屋

202 NPO法人 ポパイ 障害者生活支援 指導員 名古屋

203 （有）CHEER 児童DS、居宅介護 ヘルパー、児童支援員 名古屋

204 （株）生活科学運営 介護付有料老人ホーム 3施設
介護職員、看護師、生活コーディ
ネーター

名古屋


