ミモザ株式会社 高卒採用 募集要項 （東京都）

2021年度

総合職

職種

仕事内容

勤務地

総合職／東京都、正社員

給与

【月間シフト制】
早番 7:00～16:00 （休憩60分）
中番 8:30～17:30 （休憩60分）
遅番 10:30～19:30 （休憩60分）
夜勤 16:00～翌10:00 （休憩120分）

賞与

年4回（計0.3～1.3ヶ月分）※業績による

昇給

年1回（能力に応じて）

「高齢者の幸せな暮らしに貢献する」をモットーに、
身体介助や生活援助を通してご利用者やご家族に
安心してもらえるサービスを提供していただきます。

東京都のいずれかの事業所
（原則自宅から30分以内の事業所に配属いたします）
※成人後は教育異動の為、90分以内の事業所へ配属有。

休日
休暇

勤務形態

週休2日（4週8休）、年間107日
有給休暇：初年度10日（入社6ヶ月経過後付与）
特別休暇、介護・育児休業あり

福利厚生

【基本給】
高校卒
：207,260円
【その他手当】
確定拠出年金 ：1,100円
スキル手当
：19,780円
(2年目以降業績で変動の可能性あり)
夜勤手当
：5,500～10,000円/1回
（取得資格により異なります）
【月収例】
総支給額
：250,140円（無資格、夜勤4回の場合）
残業・休日出勤手当、通勤手当、資格手当あり。

①研修制度
②各種資格取得支援制度*1*2
③退職金制度
④各種社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
⑤クラブ活動
⑥永年勤続表彰制度
⑦慶弔見舞金 など
※1.介護職員初任者研修は取得後3ヵ月後に
受講料を100％補助（上限10万まで）。
その他の資格も50％補助。
介護支援専門員に合格された方にはお祝い金あり。
※2.ミモザ総合研修所にて「実務者研修」を開講
（受講料：実質無料）。

選考の流れ
【1】エントリー

学校の先生までご相談ください。
施設見学などその後のご案内をさせていただきます。

【2】施設見学

職場（施設）見学会にご参加ください。
お互いの理解を深めた上で次のステップへお進みいただきます。
保護者の方や先生もご同席いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部制限を設けた上での開催となります。

【3】書類選考

履歴書、調査書を本社採用一課宛にご送付ください。
面接日を調整し、学校宛にご連絡します。

【4】適性検査

適性検査・・・パソコンで15分程度の性格適性診断検査を行います。

同日で実施します。

【5】面接

面接・・・これまでのステップを踏まえた上で個別にじっくり行います。

【6】合否のお知らせ

面接後3日以内に、学校宛にお電話またはお手紙にて結果をお知らせします。

ミモザ株式会社 高卒採用 募集要項 （神奈川県）

2021年度

総合職

職種

仕事内容

勤務地

総合職／神奈川県、正社員

給与

【月間シフト制】
早番 7:00～16:00 （休憩60分）
中番 8:30～17:30 （休憩60分）
遅番 10:30～19:30 （休憩60分）
夜勤 16:00～翌10:00 （休憩120分）

賞与

年4回（計0.3～1.3ヶ月分）※業績による

昇給

年1回（能力に応じて）

「高齢者の幸せな暮らしに貢献する」をモットーに、
身体介助や生活援助を通してご利用者やご家族に
安心してもらえるサービスを提供していただきます。

神奈川県のいずれかの事業所
（原則自宅から30分以内の事業所に配属いたします）
※成人後は教育異動の為、90分以内の事業所へ配属有。

休日
休暇

勤務形態

週休2日（4週8休）、年間107日
有給休暇：初年度10日（入社6ヶ月経過後付与）
特別休暇、介護・育児休業あり

福利厚生

【基本給】
高校卒
：207,260円
【その他手当】
確定拠出年金 ：1,100円
スキル手当
：19,780円
(2年目以降業績で変動の可能性あり)
夜勤手当
：5,500～10,000円/1回
（取得資格により異なります）
【月収例】
総支給額
：250,140円（無資格、夜勤4回の場合）
残業・休日出勤手当、通勤手当、資格手当あり。

①研修制度
②各種資格取得支援制度*1*2
③退職金制度
④各種社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
⑤クラブ活動
⑥永年勤続表彰制度
⑦慶弔見舞金 など
※1.介護職員初任者研修は取得後3ヵ月後に
受講料を100％補助（上限10万まで）。
その他の資格も50％補助。
介護支援専門員に合格された方にはお祝い金あり。
※2.ミモザ総合研修所にて「実務者研修」を開講
（受講料：実質無料）。

選考の流れ
【1】エントリー

学校の先生までご相談ください。
施設見学などその後のご案内をさせていただきます。

【2】施設見学

職場（施設）見学会にご参加ください。
お互いの理解を深めた上で次のステップへお進みいただきます。
保護者の方や先生もご同席いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部制限を設けた上での開催となります。

【3】書類選考

履歴書、調査書を本社採用一課宛にご送付ください。
面接日を調整し、学校宛にご連絡します。

【4】適性検査

適性検査・・・パソコンで15分程度の性格適性診断検査を行います。

同日で実施します。

【5】面接

面接・・・これまでのステップを踏まえた上で個別にじっくり行います。

【6】合否のお知らせ

面接後3日以内に、学校宛にお電話またはお手紙にて結果をお知らせします。

ミモザ株式会社 高卒採用 募集要項 （千葉県）

2021年度

総合職

職種

仕事内容

勤務地

総合職／千葉県、正社員

給与

【月間シフト制】
早番 7:00～16:00 （休憩60分）
中番 8:30～17:30 （休憩60分）
遅番 10:30～19:30 （休憩60分）
夜勤 16:00～翌10:00 （休憩120分）

賞与

年4回（計0.3～1.3ヶ月分）※業績による

昇給

年1回（能力に応じて）

「高齢者の幸せな暮らしに貢献する」をモットーに、
身体介助や生活援助を通してご利用者やご家族に
安心してもらえるサービスを提供していただきます。

千葉県のいずれかの事業所
（原則自宅から30分以内の事業所に配属いたします）
※成人後は教育異動の為、90分以内の事業所へ配属有。

休日
休暇

勤務形態

週休2日（4週8休）、年間107日
有給休暇：初年度10日（入社6ヶ月経過後付与）
特別休暇、介護・育児休業あり

福利厚生

【基本給】
高校卒
：207,260円
【その他手当】
確定拠出年金 ：1,100円
スキル手当
：19,780円
(2年目以降業績で変動の可能性あり)
夜勤手当
：5,500～10,000円/1回
（取得資格により異なります）
【月収例】
総支給額
：250,140円（無資格、夜勤4回の場合）
残業・休日出勤手当、通勤手当、資格手当あり。

①研修制度
②各種資格取得支援制度*1*2
③退職金制度
④各種社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
⑤クラブ活動
⑥永年勤続表彰制度
⑦慶弔見舞金 など
※1.介護職員初任者研修は取得後3ヵ月後に
受講料を100％補助（上限10万まで）。
その他の資格も50％補助。
介護支援専門員に合格された方にはお祝い金あり。
※2.ミモザ総合研修所にて「実務者研修」を開講
（受講料：実質無料）。

選考の流れ
【1】エントリー

学校の先生までご相談ください。
施設見学などその後のご案内をさせていただきます。

【2】施設見学

職場（施設）見学会にご参加ください。
お互いの理解を深めた上で次のステップへお進みいただきます。
保護者の方や先生もご同席いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部制限を設けた上での開催となります。

【3】書類選考

履歴書、調査書を本社採用一課宛にご送付ください。
面接日を調整し、学校宛にご連絡します。

【4】適性検査

適性検査・・・パソコンで15分程度の性格適性診断検査を行います。

同日で実施します。

【5】面接

面接・・・これまでのステップを踏まえた上で個別にじっくり行います。

【6】合否のお知らせ

面接後3日以内に、学校宛にお電話またはお手紙にて結果をお知らせします。

ミモザ株式会社 高卒採用 募集要項 （埼玉県）

2021年度

総合職

職種

仕事内容

勤務地

総合職／埼玉県、正社員

給与

【月間シフト制】
早番 7:00～16:00 （休憩60分）
中番 8:30～17:30 （休憩60分）
遅番 10:30～19:30 （休憩60分）
夜勤 16:00～翌10:00 （休憩120分）

賞与

年4回（計0.3～1.3ヶ月分）※業績による

昇給

年1回（能力に応じて）

「高齢者の幸せな暮らしに貢献する」をモットーに、
身体介助や生活援助を通してご利用者やご家族に
安心してもらえるサービスを提供していただきます。

埼玉県のいずれかの事業所
（原則自宅から30分以内の事業所に配属いたします）
※成人後は教育異動の為、90分以内の事業所へ配属有。

休日
休暇

勤務形態

週休2日（4週8休）、年間107日
有給休暇：初年度10日（入社6ヶ月経過後付与）
特別休暇、介護・育児休業あり

福利厚生

【基本給】
高校卒
：207,260円
【その他手当】
確定拠出年金 ：1,100円
スキル手当
：19,780円
(2年目以降業績で変動の可能性あり)
夜勤手当
：5,500～10,000円/1回
（取得資格により異なります）
【月収例】
総支給額
：250,140円（無資格、夜勤4回の場合）
残業・休日出勤手当、通勤手当、資格手当あり。

①研修制度
②各種資格取得支援制度*1*2
③退職金制度
④各種社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
⑤クラブ活動
⑥永年勤続表彰制度
⑦慶弔見舞金 など
※1.介護職員初任者研修は取得後3ヵ月後に
受講料を100％補助（上限10万まで）。
その他の資格も50％補助。
介護支援専門員に合格された方にはお祝い金あり。
※2.ミモザ総合研修所にて「実務者研修」を開講
（受講料：実質無料）。

選考の流れ
【1】エントリー

学校の先生までご相談ください。
施設見学などその後のご案内をさせていただきます。

【2】施設見学

職場（施設）見学会にご参加ください。
お互いの理解を深めた上で次のステップへお進みいただきます。
保護者の方や先生もご同席いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部制限を設けた上での開催となります。

【3】書類選考

履歴書、調査書を本社採用一課宛にご送付ください。
面接日を調整し、学校宛にご連絡します。

【4】適性検査

適性検査・・・パソコンで15分程度の性格適性診断検査を行います。

同日で実施します。

【5】面接

面接・・・これまでのステップを踏まえた上で個別にじっくり行います。

【6】合否のお知らせ

面接後3日以内に、学校宛にお電話またはお手紙にて結果をお知らせします。

ミモザ株式会社 高卒採用 募集要項 （静岡県）

2021年度

総合職

職種

仕事内容

勤務地

総合職／静岡県、正社員

給与

【月間シフト制】
早番 7:00～16:00 （休憩60分）
中番 8:30～17:30 （休憩60分）
遅番 10:30～19:30 （休憩60分）
夜勤 16:00～翌10:00 （休憩120分）

賞与

年4回（計0.3～1.3ヶ月分）※業績による

昇給

年1回（能力に応じて）

「高齢者の幸せな暮らしに貢献する」をモットーに、
身体介助や生活援助を通してご利用者やご家族に
安心してもらえるサービスを提供していただきます。

静岡県のいずれかの事業所
（原則自宅から30分以内の事業所に配属いたします）
※成人後は教育異動の為、90分以内の事業所へ配属有。

休日
休暇

勤務形態

週休2日（4週8休）、年間107日
有給休暇：初年度10日（入社6ヶ月経過後付与）
特別休暇、介護・育児休業あり

福利厚生

【基本給】
高校卒
：180,600円
【その他手当】
確定拠出年金 ：1,100円
スキル手当
：19,780円
(2年目以降業績で変動の可能性あり)
夜勤手当
：5,500～10,000円/1回
（取得資格により異なります）
【月収例】
総支給額
：223,480円（無資格、夜勤4回の場合）
残業・休日出勤手当、通勤手当、資格手当あり。

①研修制度
②各種資格取得支援制度*1*2
③退職金制度
④各種社会保険完備
（健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険）
⑤クラブ活動
⑥永年勤続表彰制度
⑦慶弔見舞金 など
※1.介護職員初任者研修は取得後3ヵ月後に
受講料を100％補助（上限10万まで）。
その他の資格も50％補助。
介護支援専門員に合格された方にはお祝い金あり。
※2.ミモザ総合研修所にて「実務者研修」を開講
（受講料：実質無料）。

選考の流れ
【1】エントリー

学校の先生までご相談ください。
施設見学などその後のご案内をさせていただきます。

【2】施設見学

職場（施設）見学会にご参加ください。
お互いの理解を深めた上で次のステップへお進みいただきます。
保護者の方や先生もご同席いただけます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一部制限を設けた上での開催となります。

【3】書類選考

履歴書、調査書を本社採用一課宛にご送付ください。
面接日を調整し、学校宛にご連絡します。

【4】適性検査

適性検査・・・パソコンで15分程度の性格適性診断検査を行います。

同日で実施します。

【5】面接

面接・・・これまでのステップを踏まえた上で個別にじっくり行います。

【6】合否のお知らせ

面接後3日以内に、学校宛にお電話またはお手紙にて結果をお知らせします。

