
募集一覧

学校法人大阪滋慶学園

学校法人神戸滋慶学園

学校法人滋慶学園

学校法人東京滋慶学園

学校法人コミュニケーションアート

学校法人滋慶コミュニケーションアート

株式会社滋慶サービス

株式会社ブレーンスタッフコンサルタンツ

学校 募集要項

学校法人共通

2022年3月　専門・高専・短大・大学・大学院卒業見込みの方　　※学部・専攻不問

［昇給］毎年4月　改定の場合有

［賞与］原則として6～7月と12月に支給　※当該算定期間において勤務した日数が不足している場合は就業規則に基づき支給する

通勤交通費全額支給、超過勤務手当、職務手当

私学共済（健康保険／年金）加入有・労災保険・雇用保険

年次有給休暇（入職初年度10日）・育児休暇・介護休暇・看護休暇・慶弔休暇・子の看護休暇・年末年始休暇

学校法人大阪滋慶学園

530-0044

532-0003

532-0003

532-0003

560-0045

693-0001

680-0835

707-0412

707-0412

532-0004

532-0002

532-0002

　学校法人大阪滋慶学園　　　　 　  　　　　 理事長　浮舟 邦彦

学校法人神戸滋慶学園

650-0015

650-0001

669-1313

670-0927

　学校法人神戸滋慶学園 理事長　覚野 博夫

新卒採用募集要項（2022年3月卒業・修了者対象）

大阪ハイテクノロジー専門学校 大阪市淀川区宮原一丁目2番43号

大阪保健福祉専門学校 大阪市淀川区宮原一丁目2番47号

大阪医療福祉専門学校 大阪市淀川区宮原一丁目2番14号

東洋医療専門学校 大阪市淀川区西宮原一丁目5番35号

美作市スポーツ医療看護専門学校 美作市古町1701番地

滋慶学園高等学校 美作市古町1665番地

　実働8時間　右記いずれかの時間帯にて勤務 ： ①8:30～17:30／②12:30～21:30　（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有　※各月度の出勤日・休日・勤務時間は1ヶ月単位の変形労働時間制に則り定める

　※上記に関わらず別に定める始業・終業時刻を命じることがある

勤務時間

雇 用 者

　週休2日制　（一般の休日：31日の月度－休日9日、30日の月度－休日9日、28日の月度－休日8日）

　※職場毎のシフトにて休暇を取得　　※土日祝はオープンキャンパスなどのイベントのため出勤の場合あり
休　　日

大阪医療看護専門学校 豊中市刀根山五丁目１番１号

出雲医療看護専門学校 出雲市今市町1151番1号

鳥取市医療看護専門学校 鳥取市東品治町103番2号
勤務場所

新大阪歯科技工士専門学校 大阪市淀川区東三国六丁目1番13号

新大阪歯科衛生士専門学校 大阪市淀川区東三国六丁目1番45号

大阪医療技術学園専門学校 大阪市北区東天満二丁目1番30号

勤務場所

雇 用 者

神戸医療福祉専門学校中央校 神戸市中央区多聞通二丁目6番3

神戸製菓専門学校 神戸市中央区加納町二丁目5番1

神戸医療福祉専門学校三田校 三田市福島501番地85

姫路医療専門学校 姫路市駅前町27番2

退　職

定年60歳　／　再雇用有り　（最長65歳まで）

※退職金有　（退職規定により定める）

※自己都合による退職は1ヶ月以上前に申し出ること

勤務時間

　実働8時間　右記いずれかの時間帯にて勤務 ： ①6:00～15:00／②7:00～16:00／③8:00～17:00／④8:30～17:30／

    ⑤8:45～17:45／⑥9:30～18:30／⑦10:30～21:30／⑧13:00～22:00（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有　※各月度の出勤日・休日・勤務時間は1ヶ月単位の変形労働時間制に則り定める

　※上記に関わらず別に定める始業・終業時刻を命じることがある

休　　日
　一般の休日：31日の月度－休日9日、30日の月度－休日9日、28日の月度－休日8日

　※職場毎のシフトにて休暇を取得　　※土日祝はオープンキャンパスなどのイベントのため出勤の場合あり

募集職種

学校運営　［正職員］

※期間の定めなし／入職日より6ヶ月間は試用期間とする

※本人の適性により配属先を決定する

採用対象

給　与

(院了）【基本給】195,000円【調整給】関東・関西・名古屋25,000円　北海道・仙台・福岡・鳥取・島根・岡山10,000円

(大卒）【基本給】190,000円【調整給】関東・関西・名古屋20,000円　北海道・仙台・福岡・鳥取・島根・岡山10,000円

(専門卒4年制）【基本給】190,000円【調整給】関東・関西・名古屋20,000円　北海道・仙台・福岡・鳥取・島根・岡山10,000円

(専門卒2・3年制）【基本給】187,500円【調整給】関東・関西・名古屋15,000円　北海道・仙台・福岡・鳥取・島根・岡山10,000円

(短大・高専卒）【基本給】185,000円【調整給】全国一律5,000円

諸手当

保　険

休　暇

福利厚生
［制度］　私学共済加盟・退職金・保存休暇・定期健康診断・人間ドック

［施設］　会員制ホテル・グループ内診療施設有（東京・大阪・福岡）※治療費補助有



学校法人滋慶学園（EAST）・学校法人東京滋慶学園

134-0084

134-0088

134-0088

134-0088

065-0026

060-0031

812-0033

134-0088

134-0088

134-0088

004-0051

学校法人　東京滋慶学園　　　　  

144-0032

150-0001

166-0003

143-0016

143-0016

171-0031

330-0845

330-0845

　学校法人滋慶学園 　  理事長　浮舟 邦彦

　学校法人東京滋慶学園　     　　　　　　　　　　 理事長　中村 道雄

大田区大森北一丁目18番2号

大田区大森北一丁目18番2号

大田区北糀谷一丁目3番14号

　日本医歯薬専門学校 杉並区高円寺南二丁目44番1号

　埼玉福祉保育医療専門学校

　福岡ベルエポック美容専門学校

　新東京歯科技工士学校

　新東京歯科衛生士学校

渋谷区神宮三丁目26番1号

江戸川区西葛西三丁目1番15号

福岡市博多区大博町4番17号

江戸川区西葛西五丁目2番11号

江戸川区西葛西六丁目24番16号

　東京医薬専門学校

　東京福祉専門学校

　東京スポーツ・レクリエーション専門学校

札幌市中央区北1条東一丁目７番1号

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目1番5号

江戸川区東葛西六丁目5番12号

江戸川区西葛西五丁目10番32号

　北海道ハイテクノロジー専門学校 061-1374 恵庭市恵み野北二丁目12番1

061-1373 恵庭市恵み野西五丁目10番4

勤務場所

学校法人　滋慶学園　　　　  

江戸川区西葛西七丁目13番12号

江戸川区西葛西三丁目1番16号　東京メディカル・スポーツ専門学校

　札幌ベルエポック美容専門学校

　札幌看護医療専門学校

　札幌ベルエポック製菓調理ウェディング専門学校 札幌市東区北26条東十四丁目1番45号

　北海道エコ･動物自然専門学校

　東京ベルエポック製菓調理専門学校

　東京ベルエポック美容専門学校

　東京ウェディング・ホテル専門学校

豊島区目白三丁目1番31号　赤堀製菓専門学校

　東京バイオテクノロジー専門学校

　ベルエポック美容専門学校

　埼玉ベルエポック製菓調理専門学校

勤務時間

　実働8時間　右記いずれかの時間帯にて勤務 ： ①8:40～17:40／②13:00～22:00　（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有　※各月度の出勤日・休日・勤務時間は1ヶ月単位の変形労働時間制に則り定める

　※上記に関わらず別に定める始業・終業時刻を命じることがある

休　　日

　一般の休日：31日の月度－休日9日、30日の月度－休日9日、28日の月度－休日8日

　国民の祝日、その他学園が休日と定める日

　※職場毎のシフトにて休暇を取得　　※土日祝はオープンキャンパスなどのイベントのため出勤の場合あり

雇 用 者

さいたま市大宮区仲町三丁目88番地2

さいたま市大宮区仲町三丁目100番2



学校法人滋慶学園（COM）・学校法人コミュニケーションアート

134-0088

134-0088

134-0088

134-0088

134-0081

134-0088

134-0034 江戸川区小松川2-7

812-0032

812-0032

812-0033

812-0032

812-0032

812-0032

812-0032

983-0852

983-0852

984-0051 仙台市若林区新寺2丁目1番11号

984-0051 仙台市若林区新寺2丁目1番11号

984-0051

学校法人コミュニケーションアート

550-0013

550-0014

550-0013

550-0013

550-0013

060-0001

060-0001

530-0042

530-0042

550-0014

550-0014

169-0075

650-0032

650-0032

　学校法人滋慶学園 　  理事長　浮舟 邦彦

　学校法人コミュニケーションアート 理事長　近藤 雅臣

　仙台スクールオブミュージック&ダンス専門学校

　仙台デザイン&テクノロジー専門学校

　東京情報デザイン専門職大学（大学名仮称・設置構想中）

　大阪ダンス＆アクターズ専門学校 大阪市西区新町一丁目18番10号

　放送芸術学院専門学校 大阪市北区天満橋一丁目5番9号

雇 用 者

　大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校 大阪市北区天満橋一丁目5番9号

　神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 神戸市中央区伊藤町107番1号

　神戸・甲陽音楽ダンス＆アート高等専修学校 神戸市中央区伊藤町107番1号

　大阪ウェディング＆ホテル・IR専門学校 大阪市西区北堀江二丁目4番6号

　大阪製菓カフェ調理専門学校 大阪市西区北堀江二丁目9番14号

　大阪スクールオブミュージック高等専修学校 大阪市西区新町一丁目18番11号

　札幌デザイン&テクノロジー専門学校 札幌市中央区北1条西八丁目2番地75

　東京ダンス＆アクターズ専門学校 150-0002 渋谷区渋谷一丁目24番6号

　東京コミュニケーションアート専門学校 江戸川区西葛西五丁目3番1号

　札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校 札幌市中央区北1条西八丁目2番地75

　TCA東京ECO動物海洋専門学校 江戸川区西葛西6丁目29番9号

　福岡デザイン＆テクノロジー専門学校 福岡市博多区石城町21番2号

　福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 福岡市博多区石城町21番2号

　福岡医健・スポーツ専門学校 福岡市博多区石城町7番30号

　福岡ECO動物海洋専門学校 福岡市博多区大博町4番16号

　福岡キャリナリー製菓カフェ&調理専門学校 福岡市博多区石城町20番9号

　福岡ウェディング＆ホテル・IR専門学校 福岡市博多区石城町20番9号

　福岡スクールオブミュージック高等専修学校

勤務時間

　実働8時間　右記いずれかの時間帯にて勤務 ： ①8:50～17:50／②13:00～22:00　（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有　※各月度の出勤日・休日・勤務時間は1ヶ月単位の変形労働時間制に則り定める

　※上記に関わらず別に定める始業・終業時刻を命じることがある

休　　日
　週休2日制　（一般の休日：4月～2月度－休日9日、3月度－休日8日）

　※職場毎のシフトにて休暇を取得　　※土日祝はオープンキャンパスなどのイベントのため出勤の場合あり

勤務場所

学校法人　滋慶学園

　東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 江戸川区西葛西三丁目14番8号

　東京俳優・映画＆放送専門学校 江戸川区西葛西三丁目14番9号

　東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校 江戸川区北葛西四丁目10番1号

　東京スクールオブミュージック専門学校渋谷 150-0002 渋谷区渋谷二丁目19番21号

　大阪ECO動物海洋専門学校 大阪市西区新町1丁目32番1号

　東京デザインテクノロジーセンター専門学校 新宿区高田馬場二丁目11番10号

　大阪スクールオブミュージック専門学校 大阪市西区新町一丁目18番22号

仙台市若林区新寺2丁目1番11号

　東京IR&ウェディング・ホテル専門学校 江戸川区西葛西5丁目3番13号

　仙台カフェ・パティシエ&調理専門学校 仙台市宮城野区榴岡4丁目11番20号

　OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 大阪市西区北堀江二丁目4番6号

　仙台ECO動物海洋専門学校 仙台市宮城野区榴岡2丁目4番19号

福岡市博多区石城町21番2号

　仙台医健・スポーツ&こども専門学校



学校法人滋慶コミュニケーションアート

604-8203

460-0008

460-0008

460-0008

460-0008

460-0008

　学校法人滋慶コミュニケーションアート　　 　  　　　　 理事長　近藤 雅臣

休　　日
　週休2日制　（一般の休日：31日の月度－休日9日、30日の月度－休日9日、28日の月度－休日8日）

　※職場毎のシフトにて休暇を取得　　※土日祝はオープンキャンパスなどのイベントのため出勤の場合あり

勤務時間

　実働8時間　右記いずれかの時間帯にて勤務 ： ①8:50～17:50／②13:00～22:00　（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有　※各月度の出勤日・休日・勤務時間は1ヶ月単位の変形労働時間制に則り定める

　※上記に関わらず別に定める始業・終業時刻を命じることがある

名古屋医健スポーツ専門学校 名古屋市中区栄三丁目20番3号

京都医健専門学校 京都市中京区衣棚町51番地2　

名古屋カフェ・パティシエ&調理専門学校 名古屋市中区栄二丁目15番43号

勤務場所

雇 用 者

名古屋ECO動物海洋専門学校 名古屋市中区栄三丁目21番6号

名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 名古屋市中区栄三丁目19番15号

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校 名古屋市中区栄三丁目20番4号



サポート企業 募集要項

株式会社滋慶サービス

2022年3月　専門・高専・短大・大学・大学院卒業見込みの方　　※学部・専攻不問

［昇給］毎年4月　改定の場合有

［賞与］原則として7月・12月に支給　※当該算定期間において勤務した日数が不足している場合は就業規則に基づき支給する

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険

年次有給休暇（入職初年度10日）・年末年始休暇・夏季休暇・育児休暇・介護休暇・看護休暇・慶弔休暇・子の看護休暇

株式会社滋慶サービス 代表取締役　森田 眞佐樹

株式会社ブレーンスタッフコンサルタンツ

2022年3月　専門・高専・短大・大学・大学院卒業見込みの方　　※学部・専攻不問

［昇給］毎年4月　改定の場合有

［賞与］原則として7月・12月に支給　※当該算定期間において勤務した日数が不足している場合は就業規則に基づき支給する

労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険

年次有給休暇（入職初年度10日）・年末年始休暇・夏季休暇・育児休暇・介護休暇・看護休暇・慶弔休暇・子の看護休暇

株式会社ブレーンスタッフコンサルタンツ 代表取締役　浅沼 良則

以上

勤務時間

　実働8時間　 9:00～18:00（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有

　※但し、週初日の東西合同本部朝礼日　8：20～17：20　左記以外の週初日　8：40～17：40

休　日

雇 用 者

　完全週休二日制　（土日祝）

（本社）大阪市中央区島之内1-10-15　（東京本部）東京都江戸川区東葛西6-7-5勤務場所

募集職種

諸手当

保　険

休　暇

福利厚生
［制度］　退職金・保存休暇・定期健康診断・人間ドック

［施設］　保養所（滋賀県）・会員制ホテル・グループ内診療施設有（東京・大阪・福岡）※治療費補助有

通勤交通費全額支給・超過勤務手当・職務手当

※所定外労働等に対する割増率は、所定外、深夜勤務、休日、休日（深夜勤務）他、就業規則の定めによる。

退　職

定年60歳　／　再雇用有り　（最長65歳まで）

※退職金有　（退職規定により定める）

※自己都合による退職は1ヶ月以上前に申し出ること

（本社）大阪市中央区島之内1-10-15（東京本部）東京都江戸川区東葛西6-7-5（福岡事務所）福岡市博多区石城町1-1

募集職種
学校運営サポート（財務会計）　［正社員］

※期間の定めなし／入職日より6ヶ月間は試用期間とする

採用対象

学校運営サポート　［正社員］

（業務システム・ネットワーク・コンテンツ・WEBセンター・コンピューター教育・実習室運営管理）

※期間の定めなし／入職日より6ヶ月間は試用期間とする

採用対象

給　与

(院了）【基本給】195,000円【調整給】関東・関西25,000円

(大卒）【基本給】190,000円【調整給】関東・関西20,000円

(専門卒4年制）【基本給】190,000円【調整給】関東・関西20,000円

(専門卒2・3年制）【基本給】187,500円【調整給】関東・関西15,000円

(短大・高専卒）【基本給】185,000円【調整給】全国一律5,000円

給　与

(院了）【基本給】195,000円【調整給】関東・関西25,000円　福岡10,000円

(大卒）【基本給】190,000円【調整給】関東・関西20,000円　福岡10,000円

(専門卒4年制）【基本給】190,000円【調整給】関東・関西20,000円　福岡10,000円

(専門卒2・3年制）【基本給】187,500円【調整給】関東・関西15,000円　福岡10,000円

(短大・高専卒）【基本給】185,000円【調整給】全国一律5,000円

諸手当

保　険

休　暇

福利厚生
［制度］　退職金・保存休暇・定期健康診断・人間ドック

［施設］　会員制ホテル・グループ内診療施設有（東京・大阪・福岡）※治療費補助有

勤務時間

　実働8時間　 9:00～18:00（休憩時間60分含む）

　※所定時間外労働：有

　※但し、週初日の東西合同本部朝礼日　8：20～17：20　左記以外の週初日　8：30～17：30

休　日 　完全週休二日制　（土日祝）

勤務場所

退　職

定年60歳　／　再雇用有り　（最長65歳まで）

※退職金有　（退職規定により定める）

※自己都合による退職は1ヶ月以上前に申し出ること

通勤交通費全額支給・超過勤務手当・職務手当

※所定外労働等に対する割増率は、所定外、深夜勤務、休日、休日（深夜勤務）他、就業規則の定めによる。

雇 用 者


