
企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護 正社員

勤務地 ラヴィーレ鎌倉常盤
神奈川県鎌倉市常盤1-1

アクセス 湘南モノレール 「湘南深沢」駅 徒歩5分

勤務日数

勤務時間

賃金

◆介護 212,700円～246,300円(介護福祉士所持）
※夜勤手当（月平均5回分）、精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）
含む
◆看護　【正看護師】月給280,000円～303,800円
            【准看護師】月給250,000円～273,800円
※精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）、職務手当、資格手当、地域手当
等含む

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護：　資格不問～介護福祉士
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護2名/看護2名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護 正社員

勤務地 ラヴィーレ北鎌倉
神奈川県鎌倉市大船2713

アクセス 「大船」駅 バス 10分　 ホームシャトルバス有

勤務日数

勤務時間

賃金

◆介護 212,700円～246,300円(介護福祉士所持）
※夜勤手当（月平均5回分）、精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）
含む

◆看護　【正看護師】月給280,000円～303,800円
            【准看護師】月給250,000円～273,800円
※精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）、職務手当、資格手当、地域手当
等含む

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護：　資格不問～介護福祉士
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護2名/看護2名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護 正社員

勤務地 ラヴィーレ戸塚
神奈川県横浜市戸塚区吉田町2014－1

アクセス JR東海道本線 「戸塚」駅  徒歩6分

勤務日数

勤務時間

賃金

◆介護 219,300円～255,800円(介護福祉士所持）
※夜勤手当（月平均5回分）、精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）
含む

◆看護　【正看護師】月給280,000円～303,800円
            【准看護師】月給250,000円～273,800円
※精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）、職務手当、資格手当、地域手当
等含む

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護：　資格不問～介護福祉士
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護2名/看護2名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護 正社員

勤務地 ラヴィーレ金沢八景
神奈川県横浜市金沢区六浦5－8－8

アクセス 京急逗子線　「六浦」駅 徒歩4分（約270ｍ）

勤務日数

勤務時間

賃金

◆介護  219,300円～255,800円(介護福祉士所持）
※夜勤手当（月平均5回分）、精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）
含む

◆看護　【正看護師】月給280,000円～303,800円
            【准看護師】月給250,000円～273,800円
※精皆勤手当、日祝手当（月平均2回分）、職務手当、資格手当、地域手当
等含む

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護：　資格不問～介護福祉士
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護2名/看護2名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護/調理 パート

勤務地 ラヴィーレ鎌倉常盤
神奈川県鎌倉市常盤1-1

アクセス 湘南モノレール 「湘南深沢」駅 徒歩5分

勤務日数

勤務時間

賃金 介護 1,040円/  看護 正看護師 1615円・1735円(経験年数による）
准看護師 1315円・1435円　/調理 1,040円

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護・調理：　資格不問
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護2名/看護2名/調理2名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護/調理 パート

勤務地 ラヴィーレ北鎌倉
神奈川県鎌倉市大船2713

アクセス 「大船」駅 バス 10分　 ホームシャトルバス有

勤務日数

勤務時間

賃金 介護 1,040円/  看護 正看護師 1615円・1735円(経験年数による）
准看護師 1315円・1435円　/調理 1,040円

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護・調理：　資格不問
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護1名/看護1名/調理1名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護/調理 パート

勤務地 ラヴィーレ戸塚
神奈川県横浜市戸塚区吉田町2014－1

アクセス JR東海道本線 「戸塚」駅  徒歩6分

勤務日数

勤務時間

賃金 介護 1,050円/  看護 正看護師 1615円・1735円(経験年数による）
准看護師 1315円・1435円　/調理 1,040円

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護・調理：　資格不問
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護1名/看護1名/調理1名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。
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企業名 ＳＯＭＰＯケア株式会社
ＳＯＭＰＯケア ラヴィーレ鎌倉常盤

事業内容 有料老人ホーム

職種/仕事内容 介護/看護/調理 パート

勤務地 ラヴィーレ金沢八景
神奈川県横浜市金沢区六浦5－8－8

アクセス 京急逗子線　「六浦」駅 徒歩4分（約270ｍ）

勤務日数

勤務時間

賃金 介護 1,040円/  看護 正看護師 1615円・1735円(経験年数による）
准看護師 1315円・1435円　/調理 1,040円

雇用期間 期間の定めなし

技能資格 介護・調理：　資格不問
看護：　看護師免許 有資格者

募集人数 介護1名/看護1名/調理1名

応募方法 電話にて問い合わせ

連絡先 045-222-7311 / 080-3577-6271

ＨＰ https://www.sompocare.com/

担当部署 ＳＯＭＰＯケア 株式会社
神奈川静岡本部 　人事採用課 　(池田・沼倉)

特記事項1 車・バイク通勤可能

特記事項2 随時見学受付中

セカンドライフかまくら

介護：・7:00～16:00・9:00～18:00・11:00～20:00・17:00～翌10:00
(※4シフト交代制)
看護：9:00～18:00

求人情報は管理者が内容を保証するものではありません。待遇など諸条件はご自身でご確認ください。

この情報により就業が決まった場合には、セカンドライフかまくら☎0467-55-5520までご一報ください。
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