世界いち気持ちいい介護

株 式 会 社

で ぃ ぐ に て ぃ
１

「コーポレート・ステートメント」

世界いち気持ちいい介護

社長の志
（社長の経営に対する考え方）

サブコピー

介護する人もされる人も気持ちよくなければいけない

でぃぐにてぃのミッション
1. お客様の最高の笑顔のために

会社名

株式会社でぃぐにてぃ （英文表記 Digunity, Inc）

所在地

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-29-7-スカイパレス 504

電話番号

03-6265-9048

FAX 番号

03-6265-9049

メールアドレ
ス
設立
資本金
従業員数
役員
事業内容

300 万円
8 名（2017 年 1 月 1 日現在）
吉田 真一
その他介護保険関連事業

吉田さんが１９歳のときに事故で頸髄を損傷して
から、介護を受ける生活の中で問題と向き合い、障
がい者である代表吉田自身が毎日、在宅介護を受け
る中で生まれました。「こうだったらいいのに」
「ああだったらいいのに」を解決したくて訪問介護
の『でぃぐにてぃ』を創業しました。
「介護する人もされる人も気持ちよくなければい
けない」という実感から設立した会社です。
２

私は利用者時代、将来のキャリアパス
が描けないことから泣く泣く離職していく若
手ヘルパーさんとのつらい別れを経験しま
した。介護職のみなさんに働きがいのある
職場環境と教育体制を提供します！

1. でぃぐにてぃ（＝Digunity）という名前

2014/12/03

訪問介護士派遣

2. ケアスタッフの安心な暮らしのために

社名の由来

shinjyuku@digunity.co.jp

代表取締役

サービスの受け手として感じた「こんなケ
アがあったらうれしいな」「こんな研修があ
ればもっとスムーズにケアができそうだな」
介護士の皆と一緒に介護の質を向上させ
て、お客様の最高の笑顔を！

は、英語で尊厳という意味の Dignity
という単語から。私たち『でぃぐにてぃ』は
尊厳のある介護の実現にむけて進みま
す。
2. でぃぐにてぃが考える『世界いち気持ちい
い介護（＝尊厳のある介護）』とは？
『障がい／疾患の程度に関わらず、お客
様に敬意をもって、お客様が選択する意
思を大切に、お客様の暮らしを支えさせ
ていただく』介護です。
3. 英語名の『Digunity』の綴りは本当は
Dignity ですが、社員一同が

3

障がい者／高齢者の自立のために
障がい者の中で就職・自立のスタートラ
インに立つことが難しい方や、年老いたご
家族との暮らしが難しくなっている障がい
者／高齢者からのご相談。でぃぐにてぃの
介護士全員でお客様と同じ目線に立ち、住
み慣れたご自宅での自立に寄り添う介護
を提供します！

一致団結（Unity）して、『世界いち
気持ちいい介護』を探究（Dig）すると
う意味 『

探究（Dig）

』

ま た

一致団結（Unity）
３

（企業の強み／キャッチコピー）

介護する人もされる人も気持ちいい『世界いち気持ちいい介護』
障がい者介護にまつわるすべてのサービスを一貫提供して生涯を通じて「暮らした
い地域」で暮らせるように『LIFE INCLUSION』＝（人生包括支援）を実現します。

介護する人もされる人も気持ちいい『世界いち気持ちいい介護』の
ビジョンでお客様と社員を幸せにするべく、でぃぐにてぃは走りま
す！
障がいを持って生まれてきた人・障がいを中途で負った人が生涯を
通して同じ事業者のサポートのもと「暮らしたい地域」で暮らしてい
けるように。
『LIFE INCLUSION』＝人生包括支援という概念をでぃぐにてぃ発で全
国に広げていきたい！そんな夢をでぃぐにてぃは実現していきます！

訪問介護士派遣

その他介護保険関連事業

でぃぐにてぃは障がい者介護にまつわるすべてのサービスを一貫提供
して障がい者が生涯を通じて同じ「LIFE MANAGER」の一貫したサポ
ートのもと「暮らしたい地域」で暮らせるように『LIFE INCLUSION』
＝（人生包括支援）を実現します。
でぃぐにてぃでは「世界いち気持ちいい介護」の理念のもと障がい者・
高齢者のお客様宅を訪問し、日常生活全般のケアをします。介助の内容
は、移乗介助や食事介助などの身体介助護から、生活・家事援助までお客
様のお求めに応じてやわらかく対応させていただきます。

LIFE INCLUSION＝（人生包括支援）
【幼児期】
1.『病児保育』
孤立しがちな育児を支援！

1. 経営者自身が障がい当事者であるためお客様のニーズに深くふれ
られます。
2. 障がい中心にケアすることでゆりかごからお看取りまでお客様と
の長いお付合いを約束します→介護の質向上と採算性の両立。
3. 経営者の前職（マーケティング職）経験を活かし、科学的業務分
析と業務改善を実施します。
※障がい者の介護年数は平均寿命＝83.1 歳の中間点で障がいを持つと仮定して 30～40 年に及びます！
高齢者の平均介護年数は 4 年 7 カ月（生命保険文化センター統計）

【小児期】
2．
『放課後等デイサービス』
通学支援！
【青年期】
3.『訪問介護』
在宅生活・就労支援！
【高齢期】
4.『サービス付障がい者住宅』
終の住処を支援！

４
５

入社したきっかけ
【でぃぐにてぃはこんな方の募集を待っています】

介護が好きだ！でぃぐにてぃは創業 3 年目の若手メンバー中心の会社です。
採用では理念への共感度を重視しています。丁寧な接遇でお客様の笑顔を一緒に創って
いける、そんなあなたをでぃぐにてぃは待っています！

未経験者歓迎

集職種/
仕事内容

訪問介護士（常勤／非常勤）：お客様宅で身体／家事支援を行います。

雇用形態

正社員（常勤）
時間限定正社員（常勤＋日勤のみ）
アルバイト／インターン（非常勤）

応募資格

新卒・第 2 新卒・未経験者歓迎

勤務地住所

最寄路線・駅

交通手段
休日・休暇

〒169-0075

初任者研修（ヘルパー2 級）以上優遇

東京都新宿区高田馬場 1-29-7-スカイパレス 504

JR 山手線高田馬場駅－徒歩 3 分
田馬場駅－徒歩 5 分

>>地図を表示する

西武新宿高田馬場駅－徒歩 3 分

東京メトロ東西線高

自転車通勤可：自社駐輪場＋JR 山手線高田馬場駅／西武新宿高田馬場駅徒歩 1 分の駐輪場
あり
週休 2 日シフト制

年 115 日（常勤）

【早番】07:00～16:00
【日勤】09:00～18:00
【遅番】15:00～24:00
・上記 3 シフト制です。
・出産／育児時短勤務も可能です－実績 2 名
・パート／アルバイトは詳細を相談のうえ決定します。
勤務時間

給与

正社員（常勤）
：￥227,500～／月（一律手当含む）
時間限定正社員（常勤）：￥202,500～／月（一律手当含む）
アルバイト／インターン（非常勤）
：￥1,450～2,150／時

賞与/昇給

年 2 回（常勤／非常勤）/年 1 回（常勤／非常勤）

待遇・
福利厚生

交通費支給、昇給、賞与、役職手当、資格手当、緊急対応手当、社会保険完備、健康診断
多面評価制度－評価連動で年に 2 回賞与があります。
国内／海外研修、資格取得補助制度（介護福祉士等）

・障害をもつ代表が考える介護に共感したため。
・他の介護の会社と下記が少し変わっていて興味を持ちました。
・代表が障害者であること
・理念がお客様だけに向いているのではなく、働く人も気持ちよくという理念で、お客様だけでなく
職員を大切にしてくれると思いました。
・「世界いち気持ちいい介護」という大きなミッション
・施設での介護業務を経験しましたが、在宅生活で過ごされている方への興味とともにミッションやビ
ジョンに共感して。ホームページやブログを見て小さな事業から大きな事業まで一からつくることが楽
しみながら出来る雰囲気を感じ、入社致しました。

職場の魅力は、なんですか。
・新卒で訪問介護を始めるのに抵抗のある人でも、暖かく迎え入れるメンバーが多く、長期での同行で
安心して単独でケアに望むことができるところ。
・メンバーからのフォロー、助言をいつでも聞くことができるところ。
・若い社員が多い事。わからないことや自分でもまだまだ気付けなかったこと等を教えたり、教えられ
たりと高め合う環境があります。
・新卒で訪問介護を始めるのに抵抗のある人でも、暖かく迎え入れるメンバーが多く、長期での同行で
安心して単独でケアに望むことができるところ。
・メンバーからのフォロー、助言をいつでも聞くことができるところ。
・若い社員が多い事。わからないことや自分でもまだまだ気付けなかったこと等を教えたり、教えられ
たりと高め合う環境があります。
・育児で急な休みに嫌な顔せずにケアを代わってもらえ、全力でサポートしてくれます。
・良いケアは評価され、努力が必要な時はしっかりと指導されること。努力が無駄にならないこと。

就職を考える学生へのメッセージ
・新卒での訪問介護、単独でのケアに不安のある方が多いと思いますが、メンバー全員がしっかりとフ
ォローするので安心してケアに入ることができます。まだまだ経験の少ない自分ですが実際に新卒で訪
問介護をやっていて、他にない楽しみ、やりがい、失敗など
様々ありますが、実際に安心して働くことができています。
案外やってみたら！なんてこともあると思います。是非一緒に
頑張ってみませんか？
介護業界にもいろいろな職種、働き方があります。大変なこと
も多い仕事ですが、苦労、失敗、経験は必ず活かされます。
失敗することをおそれずにいろいろとチャレンジしてみて下さ
い！「私にはこれしかない！」と思える仕事が見つかると嬉
しいなと思います！「頑張り過ぎないこと」が仕事を続ける
コツです。良い就職先が決まることをお祈りしています。

６
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〒169－0075
東京都新宿区高田馬場 1－29－7－504
JR 山手線高田馬場駅－徒歩 3 分
西武新宿高田馬場駅－徒歩 3 分
東京メトロ東西線高田馬場駅－徒歩 5 分
都営地下鉄副都心線西早稲田駅－徒歩 10 分

８

