職業紹介事業者（17 - 職 - 022）

無 料 転職支援サービスのお知らせ

看護師のみなさまへ

ハローワークとの併用で希望がかなう転職を

看護師さんの転職活動
サポートします！
看護師満足度

第 位

調査機関：楽天リサーチ
2015年 4月、
20代 〜40代対象

企業名
ホームページアドレス
事業所所在地

専任の
コンサルタントが
ていねいに対応

「ナースではたらこ」
だけが持っている
求人があります。

看護師転職のプロが
お仕事探しを
無料でサポートします。

ディップ株式会社（許可番号：13−ユ−303788）

各地域に詳しい
エリア別担当制
各地域の医療機関情報
に精通しています。

スマホ・ケータイから

http://iryo- de-hatarako.net /
＜新宿第２オフィス＞〒151 - 0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 - 34 - 7 NEX 新宿ビル10F

0120 - 974 - 694

事業所連絡先
担当部署・担当者名

非公開
求人多数

24 時間受付・通話無料

ナースではたらこ運営事務局（担当：村田、立澤）

サービス内容・
取扱職種

転職を希望する看護師さんに、転職相談からお仕事のご紹介（職業紹介）
、履歴書作成アドバイスや面接対策まで、
専任のキャリア・コンサルタントがトータルにサポートします。
求人先との日程調整などの連絡、条件交渉も求職者に代わってコンサルタントが行います。
サービスのご利用はすべて無料です。
病院の看護師求人を中心に、全国の医療機関の求人を多数取り扱っています。

特徴的な取組

地域に詳しい「エリア担当制」…… 日本全国、各地域の医療機関情報に精通したコンサルタントが担当します。
入職した人のナマの声が聞ける ……「ナースではたらこ」で入職した人から集めた、実際の職場の様子をお伝えします。
あんしんサポート窓口を完備 …… 転職サポートを安心してご利用いただけるよう専用窓口を設置しています。
下記の電話番号または WEB サイトのお申し込み画面から登録してください。1分ほどで登録できます。
ご登録完了後、キャリア・コンサルタントよりお電話を差し上げます。

利用手続き

問い合わせ・申し込み

ナースではたらこ運営事務局

0120 -974 -694
24時間受付／通話料無料

パソコン
スマホから

「転職成功マニュアル」
無料プレゼント！

ナースではたらこ 検 索

＜新宿第２オフィス＞〒151- 0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 - 34 -7 NEX新宿ビル10F
JR「新宿」駅・新南口より徒歩３分、小田急線、京王線「新宿」駅より徒歩５分
東京メトロ丸ノ内線、副都心線、都営新宿線「新宿三丁目」駅・E8 出口より徒歩１分
作成年月日：2015 年 6 月 1日

上場企業（東証一部）のディップ株式会社が運営

に安心してお任せください！！
登録から入職までの流れ

各地域に詳しいエリア担当のコンサルタントがしっかりサポートします。
STEP 1

STEP 2

希望条件等
の確認

登録／相談

STEP 3

STEP 4

求人のご提案

面接等の
サポート

「ナースではたらこ」転職事例
CASE 1

Q どうして無料なのですか？

４年目の看護師さん

月給33 万円
年休124 日・残業少

リフレッシュ休暇制度

CASE 2

転職前

月給26万円
年休110 日

有給取れない

「お給料アップしたい！」
6 年目の看護師さん

転職後

年収 530 万円
賞与 4.5ヶ月分
新しくキレイな病院
CASE 3

転職前

月給 30 万円
年休 120 日

最近マンネリ気味…

「ゆったり長く働きたい！」
20 年目の看護師さん

転職後

年収460 万円
ワークライフバランス
がとれる

経験が活かせる

転職前

年収400 万円

夜勤や遅出が
増えてしまった
体力的にキツイ

A

人材紹介会社は、求職者を求人企業や医療機関にご紹介
し、採用となった際に、転職後の年収を基準に算出した「紹
介料」を企業や医療機関からいただいています。そのた
め求職者の方は無料で転職支援サービスをご利用いただ
けるという仕組みです。

Q 個人情報がもれないか心配です。
A 「ナースではたらこ」は上場企業（東証一部）
のディップ株式会社が運営しています。個

人情報保護に関して一定の要件を満たした
事業者に与えられる「プライバシーマーク」
の取得など、セキュリティ対策は万全です。
また、厚生労働省委託審査機関が認定する
「職業紹介優良事業者」にも選ばれています。

ご利用者の声
「 面接に不安があったのですが、コンサルタントさんのていねい
なアドバイスで無事に乗り切れました！」
（クリニック・30代）
「 思っていたよりずっと早く決まってうれしいです！きめ細かい
サポートのおかげです。」
（総合病院・20 代 )
「 他の紹介会社では『条件に合うところはむずかしい』と。
でも一生懸命探してくださったおかげで希望が叶いました！」
（総合病院・30 代）
「子育てのためしばらく仕事から離れて
いたので不安だったのですが、親身に
相談に乗ってくれて心強かったです。
ママナースに理解がある職場に転職でき
ました。」
（総合病院・40代）

新宿第２オフィス

［東京本社］
〒106 - 6032 東京都港区六本木 1- 6 - 1 泉ガーデンタワー 32F

http://www.dip-net.co.jp/
設立1997年3 月
資本金 1,085 百万円（2015 年2 月末現在）
代表取締役 冨田 英揮
従業員数 836名（2015 年2 月末現在の正社員）※派遣・アルバイト・役員除く
許認可番号 有料職業紹介事業許可番号 13−ユ−303788

ディップの
求人情報・転職サービス

入職後も
バックアップ

内定後の
フォロー

よくある質問

「 もっと休みたい！」
転職後

STEP 5

横浜オフィス
名古屋オフィス
大阪オフィス
神戸オフィス
福岡オフィス

〒151- 0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 - 34 - 7
NEX 新宿ビル10F

〒221- 0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2 -23 -2
TSプラザビルディング4F・11F
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2 -14 -21
円山ニッセイビル9F
〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎3 -19 -3
ピアスタワー9F

〒650 - 0001 兵庫県神戸市中央区加納町4 - 4 - 17
ニッセイ三宮ビル7F
〒810 - 0001 福岡県福岡市中央区天神1- 1-1
アクロス福岡 9F（西オフィス）

