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株式会社  イー・ケア  
コーポレートビジョン 
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イー・ケアは、未来を見つめています。 
静岡県など地方経済は、人口減・高齢化が加速し、衰退が予想されます。 
そうした中、 
私たちは、地域福祉の一翼を担い、地域社会を支え、雇用を生みだします。 
税金を納める民間企業が地域の福祉や経済を活気付ける。 
私たちの活躍は、未来の日本の行方を暗示すると言えば大袈裟でしょうか。 
そこで、 
私たちは、「介護」を軸とした新しいサービスの創造に取り組んでいます。 
例えば、 
介護施設のM&A。公的・金融機関では困難な案件を成功させました。 
物品の相談販売。ウクレレ弾きたいなど特殊なニーズに応えます。 
有料イベントの企画・実施。小旅行・墓参りなど入居者様の希望を叶えます。 
入居者様の社会参加・自己実現のお手伝い。趣味やボランティアなど。 
 
こうしたことから、 
イー･ケアでは、多くの医療・福祉業と 異なる「働き方」をしています。 
介護職員は、「介護」だけをしない、ということ。 
だから、貴方の経験・体験は、勉強でも遊びでも、全てが役に立つのです。 
 
「イー・ケアで働く」ということ。 
それが、皆さんの努力と成長の証明になる日が来るでしょう。 
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地元小学校との交流 

施設の納涼祭 

地元小学生の体験学習 

施設でのカラオケ大会 

イー・ケアは、 
利用者様や地域の方々との交流を 
大切にしています。 

まして、 
行事をボランティアに丸投げしません。 
全て、自分達で企画・運営しています。 

地元ボーイスカウトと交流 
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だから、 
私たち職員も、様々な地域交流に参加し、 
施設で楽しいイベントを開催しています。 

施設で節分イベント 

施設で流しソーメン 

おはぎ作りをご一緒に 
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イー・ケアは、 
職員個別の成長と能力に合わせて 
業務を割り振ります。 
介護の仕事も、内容は千差万別です。 
国家資格を要する高度な対応から、 
お話相手や日常の簡単なお世話まで。 
新人が最初にする仕事は、利用者様に明
るい笑顔で挨拶することです。 
後は、自分のペースで成長して下さい。 
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イー・ケアは、 
介護職と事務職の垣根が低い会社です。 
施設では、 
事務処理や備品管理も行っています。 
しかも、施設独自の新聞・チラシ・ブログの作成・
配布や営業・広報活動や施設管理などの仕事も
あります。 

施設事務室 

イー･ケアは、 
20年後の未来を先取る新しい仕事にも挑戦しています。 
 
Care Consuitant （事業所・施設運営支援） 
Elderly residence Analyst  （高齢者住まいの評価）  
M&A Adviser （Ｍ＆Ａ仲介） 
Life Counselor （高齢者の生活支援） 
Localizer （地域交流支援） 
Company Culture Ambassodor （採用・キャリア支援） 
Healthcare Navigator （健康ガイド） 
 
これらの職種は、未来学者等が予測した20年後に 
主流となる仕事です。 
私たちは、部分的ですが、こうした業務に挑戦し始めています。 
これらを日本に定着させて仕事として形作るのは、 
これからイー・ケアに入社する皆さんです！ 
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介護業界には、 
多くの資格があります。 

例えば、 
介護福祉士（国家資格）の受験資格は、 
      実務経験3年＋実務者研修450時間 です。 
      「発達と老化の理解」などが出題されます。 
最高峰のケアマネジャーの受験資格は、 
      介護資格を保有して実務経験5年 です。 
      「介護保険制度」などが出題されます。 

私たちイー・ケアは、 
資格取得支援制度や研修制度が充実しています。 
その結果、 
ヘルパー資格は、職員の90％以上が保有しています。 
しかも、 
介護職の4分の1が、介護福祉士の資格保持者です。 
さらに、ケアマネジャー試験にも合格者が出ています。 
難病ヘルパー、ガイドヘルパー、認知症実践者、防火管理者、 
衛生推進者、介護事務、社会福祉主事、秘書検定、日商簿記、
キャリア検定など、多くの資格取得者を輩出しています。 

イー・ケア（本社除く）で勤務すると、実務経験が
記録されます。つまり、国家試験や公的研修など
の要件にある「実務経験◎年」の一部として、勤務
期間（1日単位）が公的に証明されるのです。 

社内研修の様子 

社内勉強会の様子 

Point 
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由
比
研
修
所
で
の
研
修
風
景 

イー・ケアは、 
職員研修所を由比に自前で所有しています。 
しかも、 
宿泊室・機械浴室・車イス専用トイレ・厨房など 
設備が充実しており、 
事務分野や介護分野の授業・講義のみならず、 
実践的な訓練・実習も受けることができます。 

由比研修所 
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☆監査課☆ 
社内の業務監査を実施しています。行政
監査の支援や管理職の指導を行います。 
☆総務課☆ 
予算管理・物品管理・契約書管理をしてい
ます。例えば、破損した施設の備品を予算
の範囲内で安く購入するなど、施設の縁
の下を支えます。 
☆営業課☆ 
行政・病院・法人向けに施設利用者を獲
得する営業活動をしています。入退去に
伴う事務処理も大切な仕事です。 
あと、社報やBlogの作成など広報活動も
担当しています。 
☆健康管理課☆ 
職員や入居者の健康管理をしています。
看護師は、健診支援・受診支援・医療連携
などをしています。管理栄養士は、施設利
用者の栄養管理や献立作成、厨房指導や
行事企画などをしています。 

イー・ケアの本社事務は、 
普通の会社、プラス、介護福祉業の仕事が加わります。 
単純作業だけでなく、高度な知識も身に付きます。 

☆企画課☆ 
財務・経営企画を担当します。 
本社・施設間の調整や経営計画を策定します。
取締役会の事務局も担います。 
☆人事課☆ 
給与計算・社会保険事務・行政申請など法令に
基づく事務をしています。 
採用や広報活動、研修運営なども担当します。 
☆経理課☆ 
経理業務全般に加えて、利用者の金銭管理や
請求・回収業務、決算や税務なども行います。 
施設の事務担当者とも密接に連携しています。 
 
☆施設の事務担当☆ 
施設の事務は、個別の業務毎に担当者が割り振
られます。 
例えば、 
労務管理（人事課と連携） 
相談員業務（営業課と連携） 
経理事務（経理課と連携） 
物品管理（総務課と連携） 
介護事務（監査課の指導下） 
施設事務（本社各課と連携） 

本社フロアの様子 

イー・ケアの本社は、 
同業他社と比べて、質・量ともに大きい組織です。静岡県東部で最高峰の事務力
との自負があります。 
と言うのも、 
安易に外部の業者や専門家に頼らず、自分達が、 
一から調べて、全てを処理するからです。 
そのため、職員は、 
「仕事力」や「専門性」が着実に身に付きます。 

本社のある三井生命ビル 
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厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、介護施設・事業所の評価
結果がチャートで図示されます。 
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例えば、 
静岡県東部では、訪問介護事業所が200事業所前後もあります。 
ところが、最高点（満点）を取得した事業所は、わずかに9事業所（2015年2月現在）しかあ
りません。そのうち、イー・ケアから５事業所が最高点を獲得しました。 

私たちの施設・事業所は、その全てで満点を獲得しています。 
私たちは、好成績に慢心せず、全施設満点の維持を目標に掲げています。 

電話応対の光景 

経理課の様子 

私たちは、目先の利益や短期的な安定を求めず、遠回りかも
しれませんが、自分達自身で将来の布石を打ち続けています。 
 例えば、 
 ～派遣社員ゼロ。厨房や清掃も外部発注ゼロ 
 ～資格学校との提携。2年で実務者研修修了者30名以上 
 ～介護プロフェッショナル段位制度。評価者1５名輩出  
    ⇒ 介護技術の公的評価が可能に 
 ～のどかアドバイスの運営。身近な生活・介護相談、コン 
  サルティング、M&A支援、不動産活用などを展開 
その上、 
私たちの有料老人ホームと介護事業所は、 

  重度化対応 と 介護度改善（介護予防） 
      に注力した運営体制の構築を目指しています。 
先ずは、 
医的ケア修了者や予防運動指導員の育成を開始しています。 
 
介護事業のゲートキーパー戦略として、私たちの取り組みが、
将来、大輪の花を咲かせていることを信じています。 
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イー・ケアは、 
静岡県の介護企業で初めて、 
厚労省から、「くるみんマーク」が授与されました。 
しかも、３回目の取得は静岡県で３社目です。 
その上、沼津市本社企業では唯一です。 

つまり、 
イー・ケアは、育児と仕事の両立がしやすい会社だ
と国がお墨付きを与えたということです。 
男性も女性も育児支援に積極的な会社なのです。 

静岡新聞・2012年10月20日 

しかも、 
イー・ケアは、 
人事制度が充実しています。 
例えば、法定制度に加えて、 
～特別休暇制度 
～慶弔祝金制度 
～人事考課制度 
～住宅手当制度 
～研修制度 
～資格取得支援制度 
 
その上、 
先進的な人事制度もあります。 
例えば、 
－定年７０歳 
－嘱託職員制度 
－３６０度評価（上司を評価） 
－会員制福利厚生制度 
－育児支援制度 
－介護支援制度 
－在宅勤務制度 
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イー・ケアは、 
厚労省から、「トモニンマーク」の掲示が認められて
います。 
つまり、介護と仕事の両立を支援している会社だと
いうことです。 
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商 号：株式会社 イー・ケア 
設 立：平成17年12月8日 
本 社：静岡県沼津市高島本町１６－１６ 
     三井生命沼津高島本町ビル２階 
     ℡ 055-924-5218 
     http://www.e-care.co.jp/ 
代 表：代表取締役 稲生 康 
売 上：１,２５０百万円（第１２期グループ計） 
職 員：２３０名（平成２９年１２月現在・グループ計） 
業 種：高齢者福祉事業 
運 営：有料老人ホーム、グループホーム 
     デイサービス、居宅介護支援事業所 
     訪問介護事業所、福祉用具貸与販売業 
     小規模多機能ホーム、物販業 
     コンサルタント業、不動産賃貸業 
 
施 設：フローレンス南箱根（函南町平井） 
     りなの森（沼津市大諏訪） 
     フローレンス川島田（御殿場市川島田） 
     フローレンス新富士（富士市宮島） 
     フローレンス富士の郷（富士宮市万野原新田） 
     デイ富士（富士市中野） 
     デイ富士宮（富士宮市ひばりが丘） 
     グループホーム座間（座間市栗原中央） 
     グループホーム中里（富士市中里） 
     デイ中里（富士市中里） …申請中 
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事業所：あおい居宅（沼津市高島本町） 
      あおい訪問（沼津市高島本町） 
      ポプラ南箱根（函南町平井） 
      ポプラ沼津（沼津市大諏訪） 
      きらら（御殿場市新橋） 
      わくわく訪問富士（富士市中丸） 
      ポプラ富士宮（富士宮市ひばりが丘） 
      ポプラ御殿場（御殿場市竈）      
      ポプラ中里（富士市中里） 
      わくわく訪問富士宮（富士宮市泉町） 
      あおい居宅御殿場（御殿場市竈） 
      あおい居宅三島（三島市初音台） 
      あおい居宅富士（富士市中丸） 
      ゆい介護用品（富士市中里） 
完全子会社：デイサービスこころや（函南町平井） 
 
関 連：非営利型一般社団法人 のどか 
       事務局（沼津市北高島町） 
       グループホーム沼津（沼津市大塚） 
       グループホーム熱海（熱海市泉） 
       アイズ介護用品（沼津市高島本町） 
       のどか居宅（富士宮市小泉） 
       のどかアドバイス（沼津市新宿町） 
       のどかグッズ（沼津市北高島町） 
       のどか訪問介護サービス函南（函南町間宮） 
       のどか訪問介護サービス沼津（沼津市今沢） 
       のどか訪問介護サービス富士（富士市宮島） 
       のどか居宅函南（函南町間宮） 
 

勤務地の近くに借上げ社宅をご用意します！ 
スーパーや病院などが近く、生活に便利な場所を 
ご提供します★ 

敷金や家財道具の準備は不要です。
保証人も要りません。 
しかも、４月の光熱水道料金まで会
社が負担します。 
 
遠方の他県から赴任した高校生がス
ムーズにお給料で生活しています。 
家賃等の本人負担も月３～５万円に
収まります。 
初めての一人暮らしも安心！！ 
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☆社長の略歴・メッセージ☆ 
 

代表取締役 稲生 康 
 
生年月日：1970年11月8日 
最終学歴：明治学院大学法学部 
保有資格：介護支援専門員（ケアマネジャー） 
     介護予防運動主任指導員・評価者・介護福祉士 
 経 歴：燦光・サンライフサービスを経て 
     2005年07月 当社入社 
     2008年11月 代表取締役 就任 
 
 学生の皆さんへのメッセージ 
みなさん、こんにちは。イー・ケアの稲生です。 
数ある会社の中から働きがいのある会社に巡り会うことはなか
なか難しいことではないでしょうか？ 
そもそもみなさんにとって、働きがいとは何でしょうか？ 
就職したら、自分が持っている可能性やパフォーマンスを存分
に発揮してみたいとは思いませんか？ 
私は、イー・ケアだからこそできる社会貢献をみなさんと一緒
に実践していきたいと考えております。 
是非、自分が持っている可能性やパフォーマンスを 
イー・ケアで存分に発揮してください。 

打ち合わせ中の稲生代表 

☆人事担当役員の略歴・メッセージ☆ 
 

取締役 冨永 敦生 
 
生年月日：1971年5月14日 
最終学歴：京都大学経済学部 
保有資格：日本介護経営学会 会員（論文2015年学会誌掲載） 
     コンプライアンスオフィサー 
     日本証券アナリスト協会 検定会員 
 経 歴：日本興業銀行・野村證券を経て 
     2008年11月 当社取締役 就任 
 
 学生の皆さんへのメッセージ 
みなさん、こんにちは。就職活動は順調ですか？ 
イー・ケアは、先進的で充実した人事制度を誇っています。 
皆さんが青春をぶつけて、成長を実感できる数少ない成長企業で
はないでしょうか。 
本当に貴方が好きになれる仕事は一体何でしょうか？ 
それは、神様にしか判らないでしょう。 
だから、今、無理したり、焦らないで下さい。 
イー・ケアは頑張る貴方をいつまでもお待ちしています。 
是非、当社に入社した暁には、3年かけて、色々な仕事を経験し、
貴方自身が正解を探してみて下さい。 

表彰式後の冨永取締役（左） 
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先輩職員：佐野 秀介 
出身学校：山梨学院大学 現代ビジネス学部 
 経 歴 ：2013年4月 当社入社 
        フローレンス富士の郷 （介護職） 
       2015年2月  総務課 兼務 （事務職） 
       2016年2月  ポプラ富士中野  管理者 就任 
 資 格 ：介護福祉士・実務者研修・初任者研修 
       喀痰吸引研修修了者・難病ヘルパー 
メッセージ：                     
 私は、学生の頃、ホテルマンを目指し、実習やアルバイトを経験 
 していました。就職活動の際、誰でも泊まれるホテルというふうに 
 考えた時、身体が不自由な高齢者でも泊まれるのかと考えた時、 
 まずは高齢者について理解しようと思ったのがきっかけでした。 
 先ずはイー・ケアのお話でも、と足を踏み入れたのが当社に入社する始まりでした。 
 若手職員でも活躍でき、色々な経験ができ、自身を成長させてくれるので、入社して 
 良かったと感じています。 

佐野主任 

先輩職員：丸山 友巳 
出身学校：岐阜女子大学 家政学部 
 経 歴 ：2011年4月 当社入社 
        フローレンス新富士 （介護職） 
 資 格 ：栄養士・介護福祉士・実務者研修・ヘルパー2級 
メッセージ： 
 私はもともと食に興味がありました。栄養士の資格を取り、
有料老人ホームで施設職員として働いています。施設では、
介護・事務・行事など幅広い仕事があります。 
 また、食事作りなどの厨房業務も任されています。なるべく
好みの味になるよう心掛けています。 丸山係員 
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西留係員 

先輩職員：西留 歩未 
出身学校：東京女子大学 現代教養学部 
 経 歴 ：2014年4月 当社入社 
        のどかの家 熱海 （介護職） 
       2014年10月 兼務 のどかアドバイス 
       2016年6月 専従 のどかの家 熱海   
 資 格 ：実務者研修・初任者研修・認知症実践者研修 
メッセージ： 

 当社は介護専門の法人として、先輩方が試行錯誤しながら蓄
積してきた経験と知識の土台があって成り立っている会社です。
何事にも一所懸命に取り組める方や、純粋に人との関わること
が好きな方には、当社での活躍が見込めるものと思います。近
い未来、皆さんと一緒に働ける日が来ることを願っています。 



 
 

株式会社イー・ケア 会社案内 

先輩職員：土谷 友野 
出身学校：日本大学短大 食物栄養学科 
 経 歴 ：2012年4月 当社入社 りなの森 （介護職） 
       2013年6月 運営サポート部 総務課 
       2014年8月 のどか事務局 
       2016年4月 兼務 のどか訪問函南 （介護職） 
 資 格 ：ヘルパー2級・情報処理技能検定１級 
メッセージ： 
現場では、入居者様と会話したり、笑顔を見るので癒されてました。 
 事務職に異動してみて、先に介護の勉強が出来て良かったです。総務で仕事をこなしていくうちに
一般的な知識やマナーも身につきます。一石二鳥! 

土谷係員 

先輩職員：宇佐美 晴日 
出身学校：富山大学 経済学部 
 経 歴 ：2014年4月 当社入社  フローレンス新富士 （介護職） 
        2015年2月 本社異動  コーポレート・サービス部 経理課  
 資 格 ：実務者研修・初任者研修・財務中級・日商簿記2級 
メッセージ： 
 任せられる仕事が増え、問題なくやり遂げられた時にやりがいを感じまし
た。イー・ケアは、楽しい先輩方や利用者様が多く、笑いがこぼれる職場で
す。施設によって雰囲気も違うので、自分にあったところが見つかるかもし
れません。 宇佐美係員 
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先輩職員：大石 明佳 
出身学校：明治学院大学 社会学部 
 経 歴 ：2016年4月 当社入社  
                運営サポート部 営業課 （事務職） 
 資 格 ：実務者研修・社会福祉主事・初任者研修・ＦＰ3級 
メッセージ： 
 就職活動中、面接で本社に行った時には、緊張のせいか、張り詰めた 
雰囲気の中でそれぞれが黙々と作業をしているというイメージでした。 
実際に働きだしてみると、仕事は着実にこなしながらも、皆さん 
和気あいあいとした雰囲気であることにギャップがありました。 
 私にも後輩ができることを楽しみにしています。  

大石係員 



株式会社イー・ケア 会社案内 

静岡県沼津市 
 本社 （高島本町） 

 あおい居宅介護支援事業所 （高島本町） 

 あおい訪問介護事業所 （高島本町） 

 有料老人ホーム りなの森 （大諏訪） 

 ポプラ沼津 訪問介護事業所 （大諏訪） 

 一般社団法人のどか 事務局 （北高島町） 

 グループホーム のどかの家 沼津 （大塚）  

 アイズ介護用品 （高島本町） 

 のどかアドバイス （新宿町） 

 のどかグッズ （北高島町） 

 のどか訪問介護サービス沼津 （高島本町） 

静岡県富士市 
 有料老人ホーム フローレンス新富士 （宮島） 

 わくわく訪問富士 訪問介護事業所 （中丸） 

 あおい居宅富士介護支援事業所 （中丸） 

 わくわくデイサービス富士 （中野） 

 ポプラ中里 訪問介護事業所 （中里） 

 グループホーム イー・ケア中里 （中里）  

 デイサービス中里 （中里） ・・・申請中 

 ゆい介護用品 （中里） 

 のどか訪問介護サービス富士 （宮島） 

静岡県駿東郡函南町 
 有料老人ホーム フローレンス南箱根 （平井） 

 ポプラ南箱根 訪問介護事業所 （平井） 

 のどか訪問介護サービス函南 （間宮） 

 のどか居宅介護支援事業所函南 （間宮） 

 

 完全子会社：デイサービスこころや  （平井） 

神奈川県座間市 
 グループホーム イー・ケア座間 （栗原中央） 

静岡県富士宮市 
 有料老人ホーム フローレンス富士の郷（万野原新田） 

 ポプラ富士宮 訪問介護事業所 （ひばりが丘） 

 わくわく訪問富士宮 訪問介護事業所 （泉町） 

 デイサービス富士宮 （ひばりが丘） 

 のどか居宅介護支援事業所 （小泉） 

静岡県御殿場市 
 有料老人ホーム フローレンス川島田 （川島田） 

 きらら 訪問介護事業所 （新橋） 

 あおい居宅御殿場介護支援事業所 （竈） 

 ポプラ御殿場 訪問介護事業所 （竈） 

静岡県熱海市 
 グループホーム のどかの家 熱海 （泉） 

静岡県静岡市清水区 
 由比研修所 （由比町屋原） 

のどかの家 熱海 

フローレンス南箱根 

フローレンス新富士 
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静岡県三島市 
 あおい居宅三島介護支援事業所 （初音台） 



 
 

株式会社イー・ケア 会社案内 

【採用職種】 
（１） 事務職 
採用予定 ４名 
職務内容 本社（総務・経理・人事・営業）での事務・企画、施設での介護事務・企画運営 
応募資格 不問 
キャリアイメージ  入社後、本社を中心に様々な部署で勤務。色々な仕事を経験しながら、 
            本人の適性・成長・希望に合わせて、キャリアアップ 
（２） 介護職 
採用予定 ４名 
職務内容 施設における介護、事務、及びレクリエーション等の企画・実行  
応募資格 不問 
キャリアイメージ  入社後、様々な部署で学びながら勤務。色々な場所で、色々な仕事を経験し 
            ながら、本人の適性・成長・希望に合わせて、キャリアアップ  
（３） 専門職 

採用予定 若干名 

職務内容 コンサルタント・アナリスト（M&A支援、事業所経営・監査、介護施設指導など） 

応募資格 大学・大学院卒業予定者（法・経済・経営・商・社会・福祉など） 

キャリアイメージ  入社後、本社を中心に様々な部署で学びながら勤務。国家資格や公的資格を幾つか 

            取得後、上記の職務を専担 

（４） 管理栄養士 

採用予定 若干名 

職務内容 管理栄養士（献立作成、厨房指導、衛生指導、食中毒予防、在宅栄養管理など） 

応募資格 大学・大学院卒業予定者かつ管理栄養士受験予定者 

キャリアイメージ  入社後、健康管理課を中心に様々な部署で学びながら勤務。国家資格や公的資格を  
            幾つか取得後、上記の職務を専担 
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【待 遇 】 
 給与 
   事務職 モデル給与 短大・専門卒184,580円 大卒188,330円 
   介護職 モデル給与 短大・専門卒199,580円 大卒203,330円 
   専門職 モデル給与 大卒203,140円 
   管理栄養士 モデル給与 大卒188,330円 
 諸手当  夜勤手当（１回5,000円）、通勤手当（上限15,000円）、住宅手当（上限20,000円） 
 人事考課  年１回以上  
 賞与  年２回（夏季・冬季）  
 勤務地  別頁参照。なお、本社・施設間で転勤する場合があります 
 休日･休暇   公休月９日シフト制（年１０８日）、有給休暇、特別休暇、育児介護休業制度等 
 福利厚生制度  健康保険、雇用保険、厚生年金、労災保険等の各種社会保険完備 
 会員制福利厚生制度 
   ３万以上のサービス・物販が割引価格で提供されます。また、２親等以内の家族も利用可能 
 育児支援制度 
   介護企業で静岡県初のくるみんマーク取得。産休・育休の取得率は１００％です 
 資格取得支援制度 
   無利子貸与制度、祝金制度、勤務配慮制度、通信講座補助 
 研修制度 
   外部研修にも積極的に派遣。過去、東京や札幌に派遣したケースも 
   社内研修、ｅラーニング、各種通信講座、施設内勉強会、独自の学習会なども多数実施 
 
※モデル給与 
新卒入社の標準的な職員が支給される給与（固定給（基本給・能力給）に時間外勤務手当（１０時間分）・通勤手当（５,０００円）・住宅
手当（５,０００円）を加えたもの。なお、介護職は 夜勤手当（３回）も含む） 



 
 

株式会社イー・ケア 会社案内 

～採用の流れ～     

                                                                                                
① 書類審査 

 履歴書など応募書類一式を下記住所の人事課採用担当まで郵送して下さい。 
 本人の顔写真を履歴書に貼付するよう注意して下さい。 
 また、ご自身のアピールや希望をしっかりと記入してください。 

  ［応募書類］ 
 履歴書（写真添付） 
   なお、自己アピール等を書いた別紙を付けて頂いても構いません。 

  ［郵送先］ 

 〒４１０－００５５ 
 静岡県沼津市高島本町１６－１６ 
 三井生命沼津高島本町ビル２階 
 株式会社 イー・ケア  人事課採用担当係 

  ［応募期間］ 

 平成30年3月1日 ～ 平成30年4月30日（消印有効）  
 
② 面接審査 

 書類審査の合格者は電話等で管理職から面接の連絡があります。 
 日程や面接場所の調整をします。学業を最優先に日程をご相談下さい。 

  ［面接審査日］ 
 協議の上、別途通知  
 
③ 職場見学 

 希望者や指定者は、２時間程度の体験ボランティアを施設や本社にて実施します。 
 適性審査を兼ねる場合があります。実際にご自身が十分に体験して下さい。 
 
④ 役員面接 

 面接審査等の合格者は、役員面接を本社で実施します。 
 緊張しないで、自分のイー・ケアへの想いを積極的にアピールして下さい。 

  ［役員面接日］ 
 別途通知  
 
⑤ 内定内示 

 役員面接の合格者には内定の内示があります。 
 その後、正式内定者には内定通知書をお渡しします。 
 また、内定者はイー・ケアの仲間です。 
 残りの学生生活を再優先に、入社までの過ごし方を相談していきましょう。 
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