
各種サービス⼀覧 2020

メディカサイトの各種有料サービス

愛媛県最⼤の総合介護情報サイト『メディカサイト』の
集客⽀援・求⼈⽀援・職員研修・経費削減・コンサルティング

媒体データ（2019年実績）

サイト運営実績： 平成18年4月～
掲載介護施設数： 950施設以上（中予エリア90％以上）
メディカサイトアクセス数： 120万PV/年以上
介護施設検索数： 60万施設/年以上
サイト訪問者： 当事者、ご家族、介護施設経営者、

介護・看護職員、ケアマネジャー、
地域包括支援センター、病院相談室、その他

有料サービス 単体利⽤

「メディカサイト会員」包括パッケージサービス

各種広報サービス、広告サービス、集客支援サービス、求人支援サービス、職員研修サービス、
コンサルティングサービス等の各種サービスは、サービス毎にいつでも単体でご利用いただけます。
詳細は次ページからのサービス詳細をご覧ください。

「メディカサイト会員」システムは、様々な有料サービスを、低料金でご利用いただけるパッケージサービスです。
（メディカサイトのサブスクリプションサービス）
月々わずかな定額費用で、求人・利用者募集・広報・研修サービスを自由にご利用いただけます。

メディカサイト会員費︓ 30,000円/⽉（税別）

※ 掲載事業所毎の会員登録となります。
※ 同一建物内に複数事業所がある場合は、建物毎に40,000円/月（税別）のお得なご契約が可能です。

※ メディカサイト会員のパッケージサービスのメリットは、各種サービスページをご覧ください。
※ 会員登録は12ヵ月以上のご契約となります。
※ 3拠点以上の会員契約の場合は、法人割引制度がございますのでご相談ください。（条件あり）

（事業所単位）



メディカサイトの各種有料サービス

強⼒な施設アピールの情報発信 はお任せください︕ 01

●メディカサイト会員、有料サービス利⽤のご施設は、
メディカサイト内の様々な場所で、しっかりと情報発信が⾏えます。

メディカサイトの各種サービスを利⽤するとアピール⼒が違います︕



メディカサイトの各種有料サービス

求⼈⽀援 はお任せください︕ 02

●求⼈広告 メディカサイトの求⼈広告

●⼈材紹介サービス 医療・介護のお仕事紹介サービス「メディカコミュニティ」

・月間延べ約10,000名にご覧いただける、メディカサイトの求人情報ページでご紹介。
・月間40,000アクセス以上の介護施設ページでも、ランダムに求人情報を掲載！

・ハローワークの求人票と同じく、詳細な求人情報を掲載することができます。
・メディカサイトの掲載施設ページとの連動で、より詳細なアピールが可能です。
・求人広告の掲載期間は、1ヶ月単位となります。
・1契約で3枠までの掲載が可能です。
・メルマガやfacebookで、1400名以上の方にも、求人情報を定期的にお送りしてアピールできます。

メディカサイト会員事業所ならいつでも無料で求⼈広告︕
求⼈広告 30,000円/⽉（税別）

メディカサイト会員事業所なら半額の理論年収の12.5％（税別）でご紹介︕

⼈材コンサルティング料 理論年収の25％（税別）

（有料職業紹介 許可番号38－ユ－300019）

14年間の実績と安心！

『完全成功報酬型』のため、相談、紹介、面接までの
費用はいっさいかかりません！！
人材不足の今だからこそ、しっかりとした人材、
長期で頑張る人材を獲得してみませんか？
人材とカウンセリングしてからご紹介するので安心！
メディカコミュニティがお手伝いさせていただきます！

ご要望に応じた人材をご紹介！完全成功報酬型の医療・介護専門の人材紹介サービスです。
大90日間の就業保証を段階的返金保障にて行っています。（30日未満の本人都合退職は全額返金します。）



メディカサイトの各種有料サービス

求⼈⽀援 はお任せください︕ 03

●愛媛の介護転職（成功報酬型求⼈広告）

・メディカサイトの求人広告、人材紹介サービス「メディカコミュニティ」に次ぐ、第三の求人サービスです。
・スマートフォン時代に対応した強力な求人サービスです。
・ 強の求人サービス「Indeed」に自動掲載、googleのお仕事検索「google for jobs」に自動掲載されます。
（「愛媛の介護転職」サイト以外に、google jobsに求人情報が自動的に掲載されます。）

・求人情報 掲載料は無料！
・「成功報酬」すなわち「採用が決まったら広告費が発生」しますので、広告費を無駄にすることがありません。
・「成功報酬」型ですが、人材紹介サービスの1/3～1/5のコストで、「きちんと採用」できます。

※詳細はお問い合せください。
※求人票のご提出と、簡単な電話ヒアリングが必要となります。
※人材紹介サービスではありませんので、弊社でカウンセリングや、面接同行は行っておりません。
※ご採用後7日以内に退職となった場合は広告料が免除されます。

成功型広告（採⽤時）100,000円/⼈（税別）
求⼈情報掲載料は無料です︕

※オプションとして「Indeed」有料広告サービス掲載サポートもご利用いただけます。

※オプションとして「就職お祝い金」サービスもご利用いただけます。

⼈材紹介と同じ「成功報酬」型広告
なのに、コストは⼈材紹介の「1/3〜1/5」
Googleお仕事検索（Google for jobs）に⾃動掲載
indeedにも連動掲載可能（※indeed連動はオプションサービス）

第３のメディカサイトの求⼈⽀援サービス

メディカサイト会員事業所ならいつでも無料でご利⽤いただけます︕



メディカサイトの各種有料サービス

デイ・ショートの利⽤者募集 はお任せください︕ 04

●デイサービス・デイケアの利⽤者募集サービス 『e-デイサービス.COM』

専用のシステムにて、デイサービス・デイケアの利用情報、ショートステイの空室情報を
簡単操作でリアルタイムに公開して広報できます！
また、『メディカサイト』の施設紹介ページ、利用者募集ページからご覧いただけるのはもちろん、
ご施設のホームページやブログに組み込むことも可能です！
デイサービス・デイケアの行事カレンダーも、わずか3分の簡単操作で作成！

もちろん、行事カレンダーは、インターネットでパソコン、スマホ、携帯電話からもご覧いただけます。
専用のQRコードも作成しますので、チラシやパンフレットの連動効果も高まります。

※中予エリアでは、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、医療機関の相談室 合計250ヶ所以上に
FAXでも情報配信！インターネットをご覧いただけない方にも、FAXで 新情報をお届けしております。

メディカサイト会員事業所ならいつでも無料でご利⽤いただけます︕

e-デイサービス.COM利⽤料
e-ショートステイ.COM利⽤料

●ショートステイの利⽤者募集サービス 『e-ショートステイ.COM』

各20,000円/⽉（税別）



メディカサイトの各種有料サービス

⼊居施設等の⼊居者募集 はお任せください︕ 05

●⼊居者募集広告 メディカサイトの⼊居者募集広告

メディカサイト会員事業所ならいつでも無料で⼊居者募集広告︕

⼊居者募集広告 50,000円/⽉（税別）

介護付有料⽼⼈ホーム、住宅型有料⽼⼈ホーム、グループホーム、ケアハウス
サービス付き⾼齢者向け住宅、⼩規模多機能型居宅介護、⽼⼈保健施設

メディカサイトの人気情報、「介護施設の空室情報・利用状況ページ」にて、利用者募集を行います。
メディカサイトに掲載いただいているご施設紹介ページにも、 新の空室状況が表示されます。
また、メディカサイトのトップページにある「メディカサイト 施設探索」にて、ご施設をご紹介します。

入居者募集広告をされているご施設は、メディカサイトの閲覧ランキングが上がるだけでなく、
ご家族やケアマネジャーからのパンフレット請求も増加します！

※中予エリアでは、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、
医療機関の相談室 合計250ヶ所以上にFAXでも情報配信！
インターネットをご覧いただけない方にも、FAXで 新情報を

お届けしております。



①強力アピール！

メディカサイト
本人・ご家族 ケアマネ等

②資料請求
③相談・見学

【⼊居者紹介サービスの流れ】

⑤準備金申請

⑥入居準備金
＋成果報酬金
のお支払い

⑦本人・家族に
準備金支払い

型型

⽀給で施設⼊居を強⼒にアピール︕

※申請に基づき
ご施設に入居確認を行い
ご請求します。

【⼊居者紹介の成果報酬（紹介料）】

３０万円（税別）

④入居契約・入居

メディカサイト会員施設（有料）なら

成果報酬金 は無料︕（税別）

１～５万円
（施設からお預かりして
メディカが本人ご家族に支給）

※入居後30日以内の申請
および30日以上の入居を
有効とします。

⼊居者紹介サービス

※もちろん通常の利用者募集広告のみの利用も可能です。

※メディカサイトから準備金をお渡しするので、
ご施設のイメージダウンなし！
※ケアマネ等への利益供与ではないので、
ケアマネ等も安心してご紹介できます！

愛媛県の総合介護情報サイト

サービス付⾼齢者向け住宅、⾼齢者優良賃貸住宅
住宅型有料⽼⼈ホーム、介護付有料⽼⼈ホーム、ケアハウス等

⼊居者・ご家族への

１～５万円（同上）
※入居準備金のお支払いは必要です。

⼊居施設等の⼊居者募集 はお任せください︕ 06

メディカサイトの各種有料サービス

実績多数︕



メディカサイトの各種有料サービス

事業所の認知度アップ はお任せください︕ 07

●ブログ開設⽀援サービス インターネット上の新聞「ブログ」を作成します︕

●「ブログ広場」掲載サービス トップページの「ブログ広場」への掲載

ホームページを作ることも大切ですが、
ブログの方が、圧倒的に閲覧を増やすことが可能です。
パソコン、スマホ、携帯電話のどの端末からでもご覧いただけます。
ブログを作成することで、ご家族やケアマネ、未来のスタッフに、
事業所の想いや取組みや雰囲気を知っていただけます。
実は、ブログは「初期設定」がとても大切です！
だからこそ「プロ」がしっかりと初期設定を行います。
検索効果が高まり、多くの方にご覧いただけます。
専用のQRコード発行で、チラシやパンフとの相乗効果も高まります。

ブログの初期設定はもちろん、ブログ開始時の職員研修も行います。

※オリジナルデザインにすれば、ホームページのような見た目になります。
ご要望の方はオプションで対応しております。

メディカサイト会員事業所ならブログ開設を無料でお⼿伝い︕（デザインは別途）

ブログ開設⼀式
オリジナルデザイン

メディカサイト会員事業所ならいつでも無料で掲載︕

ブログ広場掲載料 10,000円/⽉（税別）

年間120万PV以上の閲覧数を誇る「メディカサイト」内の「ブログ広場」に掲載され、多くの方にご覧いただけます。

ブログで情報発信することで、ご家族の安心、求人力アップ、職員の意識改革等、様々なメリットが生まれます。
すでにブログで情報発信をしている様々な介護施設とも交流できます。

30,000円/初回（税別）
100,000円（税別）〜



メディカサイトの各種有料サービス

内覧会・セミナーの告知や事業所広告 はお任せください︕ 08

●プレスリリース広告 メディカサイトのプレスリリース広報サービス

●バナー広告 メディカサイトのバナー広告（画像広告）

新規事業所オープンのご案内、介護施設のお祭り、セミナー開催情報
など、気軽に広報したい！
そんな時は、メディカサイトのプレスリリース広告をご活用ください！
メディカサイト内にある「メディカサイト Press Release」という広報専用

ブログで、皆さまの情報を発信させていただきます。
広報専用ブログの活用で、製作費用を低コストで行うことが可能です。
もちろん、取材および記事作成もメディカにて行いますので、安心して
ご利用いただけます。
掲載記事の内容は、メールマガジンやfacebook等でも発信します！

メディカサイト会員事業所なら毎⽉１回まで無料で掲載︕

プレスリリース広告 30,000円/回（税別）

メディカサイト会員事業所なら50％OFFの料⾦で掲載できます︕

年間120万PV以上の閲覧数を誇る「メディカサイト」にて

アピール力の高いバナー広告を掲載できます。
画像製作料・デザイン料金も含みます。
センターバナー広告は常時掲載、
右サイドバナー広告はランダム掲載となります。

センターバナー広告 480×50ピクセル
右サイドバナー広告 220×50ピクセル

※介護事業所でない企業広告は別途料金となりますので
お問合せください。

センターバナー広告 100,000円/⽉（税別）
右サイドバナー広告 50,000円/⽉（税別）



メディカサイトの各種有料サービス

職員研修 はお任せください︕ 09

●メディカサイトセミナー メディカサイトの職員向け出張セミナー

メディカサイト会員事業所なら年３回までセミナーが無料︕
セミナー料⾦（1時間） 30,000円/回（税別）

『高齢者とお薬セミナー』
お年寄りにとって、お薬とは何なのか？お薬とはいったい何なのか？
間違った常識をただし、お薬について根本的に理解し、日常の業務に活かせるセミナー。

『お年寄りの病気と薬について』
薬の本質を勉強した後の、お年寄りの病気と薬の関係をわかりやすくご説明するセミナー。
病気とは？お薬とは？私たちの健康のためにもためになるセミナーです。

『感染症対策 基本対策と消毒薬とお薬』
ノロウイルス、インフルエンザ、O-157、疥癬等、お年寄りの皆さまに安心して過ごしていただけるよう、

介護事業所は、いつも感染症との戦いでもあります。感染症の基本をわかりやすく解説するセミナーです。

『虐待・身体拘束について考えよう！虐待防止セミナー』
虐待防止の基本から、向精神薬の利用や、身体拘束についても総合的に学ぶ虐待防止セミナー。

『良いクチコミを広げる接遇セミナー』 『接遇と介護サービス』（基礎編）
接遇とは何なのかを根本的に理解し、利用者、ご家族、ケアマネ、取引先事業者がファンになる、
良いクチコミを広げる接遇セミナー。どの施設も必ず体験していただきたい接遇セミナーです。

『「お友達言葉」と接遇 ～簡単なことをちゃんと考えてみよう！～』
お客様である入居者・利用者さんに「お友達言葉」を使うのは介護業界のみ。
でも、丁寧語より距離が近くなって、良い介護ができるように思うのだけれど・・・
基本的なことをきちんと考えなおしてみる、コーチング的セミナーです。

『職場や他事業所とのコミュニケーションを高めるセミナー』 （コミュニケーション編）
離職の原因第一位は人間関係！職場のコミュニケーションを高めるワークを中心としたセミナーです。
また、対外営業が苦手な方も、他の事業所と仲良くなれるコミュニケーション術をグループワークで楽しく学びます。

『聞く・聴く・伝える コミュニケーションセミナー』 （情報伝達編）
日々の情報伝達のミスがクレームに繋がったり、大きなミスを招いたりする原因となります。
聞くと聴くの違い、目的をもった使い分け、正しい伝え方を、グループワークを中心に楽しくわかりやすく学びます。

『一段階上の接遇セミナー：良い接遇って何なのだろう？』 （上級編）
接遇に関して基礎編は学んでいる方のための、一段階上の接遇セミナー。
接遇に関する「本質的」な学びを、講義とグループワークで学びます。

『医療・介護関係者向け、個人情報・プライバシーの保護セミナー』
業界の常識は、世間の非常識！通常では考えられない『特殊な情報』を取り扱う医療・介護業界。
個人情報保護法から、情報漏洩までをわかりやすく解説するセミナー。

『情報発信をして、求人力・集客力をアップ！ホームページ、ブログ、SNS活用セミナー』

インターネットという『道具』を活用せずに広報力を高めるのは至難な時代。でも、何をして良いのかわからない。
情報発信のメリットと手法をわかりやすく学べます。求人力アップ、集客力アップに繋がります！

わかりやすく『共に考える』スタッフ研修をお⼿伝いします︕

※東予・南予・離島は、別途交通費（高速代、ガソリン代）が必要です。
※メニューにない新規内容のセミナーの場合は、別途費用が必要となります。
※介護施設の職員研修以外の、様々な団体、企業等のセミナーは、別途料金（50,000円／回～）となりますのでご相談ください。



メディカサイトの各種有料サービス

幹部研修・コンサルティングサポート はお任せください︕ 10

●介護施設ブランディングサポート メディカサイトの幹部向けサービス

メディカサイト会員事業所ならセミナーを30,000円/回でご利⽤可能です︕

介護施設の『特徴』『強み』『仕組み』を創るサポートを⾏っています。

※セミナーは1～2時間の料金となります。

※コンサルティングの内容については、各種ご相談くださいませ。

じっとしていて、利用者が増える時代は終わりました。
どのように『営業』を行っていくのか？ 『誰に』『何を』ご提供していくのか？
様々な事例を踏まえて、セミナー形式で、幹部の皆さまにお話をさせていただきます。

・『営業力』アップ 幹部向けセミナー

介護保険制度ができてから17年が経過し、めまぐるしく変動していく介護業界。

現在、地元の介護業界はどのように進んでいるのか？ 介護保険制度は今後どのようになっていくのか？
様々な事例を踏まえて、セミナー形式で、幹部の皆さまにお話をさせていただきます。

・『視野拡大』介護業界の今を知る 幹部向けセミナー

介護事業所が増え、『特徴』のない介護事業所の利用者獲得、人材獲得が難しくなってきています。
自分たちの『強み』は何なのか？ 自分たちの『介護業界での役割』は何なのか？
幹部の皆さまと一緒に問題を掘り起こして、ブランディングを行っていきます。

・『強み』発掘 幹部向け会議サポート

じっとしていて、利用者が増える時代は終わりました。
どのように『営業』を行っていくのか？ 『誰に』『何を』ご提供していくのか？
幹部の皆さまと一緒に現状を見直し、対策・対応を検討していきます。

・『営業力』アップ 営業戦略サポート

幹部向けセミナー料⾦ 50,000円/回〜（税別）
コンサルティング料⾦ 要相談

人材獲得が困難な時代。
サービスの質を維持すべく、どのような戦略を立てて、人材獲得を行っていくのか？
幹部の皆さまと一緒に現状を見直し、対策・対応を検討していきます。

・『求人力』アップ 人材獲得戦略サポート



メディカサイトの各種有料サービス

前向きな「経費削減」 ならお任せください︕ 11

お風呂のシャワー、厨房、手洗い等、水道代の無駄は想像以上！1ヶ所単位、わずかな費用でスタートでき、
1年以内に初期投資を回収できます！事前の調査（無料）を綿密にしますので、無駄なコストがかかりません！

・水道代の「経費削減」

・空調設備の「経費削減」

ご相談・お⾒積もりは無料です。まずはご相談ください。

●メディカサイトの戦略的経費削減サービス

質を⾼めて経費を下げる、戦略的な経費削減サービスをお⼿伝いします︕

・電気代の「経費削減」

・保険による「経費削減」「節税と未来資金の確保」

・車両購入・売却の「経費削減」

・車検、修理費用の「経費削減」

電気代削減＝LEDではありません！実は経費削減をしたために起こる問題が多々あります。照明を間違えると

コストアップのみならず、社員の精神面にも影響してきます。正しい照明で、快適な職場環境を！

こちらは中～大規模施設向きです。初期コストは必要ですが、年間削減額が大きく変わってきます。
小規模施設の場合は、ちょっとしたアドバイス（無料）で電気代が大きく違ってきます。ぜひ、ご相談を！

保険の担当者、定期的に訪問してくれていますか？保険の内容、しっかりと覚えていますか？
実は契約している保険に無駄な内容が入っているものが少なくありません。また、保険は日々進化。
定期的なメンテナンスが重要です。また、節税に伴う、未来資金の確保の戦略的ご相談も行っています。

知っているのと知らないのでは大違い。中古車両の場合は、知らないだけで数十万円の損失も！
車の値段の理由を正しく理解することで、大きな経費削減に繋がります。新車も安く購入できます！

介護事業における車両の車検料、修理費用はバカになりません！一般車両より使用頻度が高いからこそ、
様々なトラブルが起こってきます。車検費用が３万円抑えられて、日々の修理費用が劇的に安くなる仕組み
があります。眉唾ではない、しっかりとした仕組み。まずは、ぜひ、ご相談ください！

・ガス代の「経費削減」

自社で所有する建物の場合、ガス代の大幅削減が可能です。年間で1～2ヶ月分のガス代を圧縮できます。

ガス料金の明細書で概算見積もりが可能です。お気軽にご相談ください。



会員登録書

※ 前月末までに、翌月分の会員費をご入金いただきます。
※ 毎月請求方式の場合は振込手数料はお客様負担、自動振替方式の場合は振込手数料は弊社負担となります。
※ 自動振替方式の場合は、会員登録書と一緒に、同封のE-NET預金口座振替依頼書をお送りください。

上記の通り『メディカサイト会員』の登録を行います。

年 月 日

住所

法人名 印

会員種別

メディカサイト会員 30,000円/⽉（消費税別）

会員登録 開始月 年 月 ～ 円/月（税別）

事業所名 □メディカサイト会員

事業所名 □メディカサイト会員

事業所名 □メディカサイト会員

事業所名 □メディカサイト会員

事業所名 □メディカサイト会員

お⽀払⽅法
□自動振替方式（E-NET利用、毎月27日振替） □毎月請求方式

※ 掲載事業所毎の会員登録となります。
※ 同一建物内に複数事業所がある場合は、建物毎に40,000円/月（税別）のお得なご契約が可能です。

※ メディカサイト会員のパッケージサービスのメリットは、各種サービス一覧をご覧ください。
※ 会員登録は12ヵ月以上のご契約となります。

※ 複数施設での会員登録の場合は、法人割引制度がございますのでご相談ください。（条件あり）



メディカサイト広告 申込書

メディカサイト広告の利用を申し込みます。

広告料 円（税別）

□求人広告
□利用者募集広告
□プレスリリース広告
□バナー広告（センター）
□バナー広告（右サイド）
□ブログ開設一式
□ブログ広場掲載

担当者氏名

e-mail

FAX番号

電話番号

住所

施設名

年 月 日 ～ 年 月 日利用期間

※ 広告料のご請求は1ヶ月単位となります。

※ 担当者の方に、毎週、新規掲載情報の確認と、広告状況の報告をさせていただきます。

年 月 日

申込み者

住所

法人名
（施設名）

㊞

株式会社メディカグループ
愛媛県松山市余戸東4丁目9番16号
TEL 089-907-4056
FAX 089-907-4058
e-mail info@medica-site.com

30,000円/月（税別）
50,000円/月（税別）
30,000円/回（税別）

100,000円/月（税別）
50,000円/月（税別）
30,000円/回（税別）
10,000円/月（税別）



【⾯接お申込みの流れ】

「愛媛の介護転職」より貴施設に⾯接申込み。
↓
【愛媛の介護転職より貴事業所に電話連絡】
弊社より貴施設に電話後、FAXにて情報提供します。⾯接の可否についてFAXでご返信ください。
↓⾯接可の場合
【⾯接⽇時決定】
ご本⼈から担当者に電話がありますので⾯接⽇時を調整してください。
⾯接⽇時を必ず弊社までご連絡ください。
↓
【ご⾯接】
良いご縁になることを願っております。
↓
【採否通知】
⾯接の結果をご本⼈にご連絡ください。
FAXにて⾯接結果を弊社までご送付ください。

「愛媛の介護転職」お申込み⽤紙

（株）メディカグループ「愛媛の介護転職」
松⼭市余⼾東4丁⽬9番16号
TEL 089-907-4056・FAX 089-907-4058

下記内容に合意し、成功型求⼈広告の利⽤を申し込みます。（※メディカサイト会員は不要）

※ 必ず、求⼈の窓⼝となる担当者⽒名をご記⼊ください。
※ 求⼈停⽌のご指⽰がない場合は⾃動継続して、求⼈募集いたします。
※ ⾯接〜採⽤の流れは下記をご覧ください。
※ ⼈材紹介サービスではありません。⼈物保証も⾏っておりません。成功型の求⼈広告となります。
※ ⾯接⽇および⾯接結果は必ず、弊社までご報告ください。
※ 広告料等は別紙資料をご確認ください。
※ ご報告なき場合は定額の広告料、虚偽のご報告の場合は2倍の広告料を頂きます。
※ ご採⽤後7⽇以内に退職となった場合は広告料が免除されます。

年 月 日

申込み者

住所

法人名
（施設名） ㊞

オプション利⽤ ※オプション利⽤の場合はチェックをお願いします。
□ 「就職お祝⾦」（ 円） □ 「indeed有料広告」（ 円︓期間 ）

※就職お祝い⾦は、採⽤された場合に採⽤者に提供されるお祝い⾦です。（弊社が預ってお渡しします。）
※Indeed有料広告は⾦額と期間を指定できます。



株式会社メディカグループ
〒790-0044
愛媛県松⼭市余⼾東4丁⽬9番16号
TEL 089-907-4056
FAX 089-907-4058
center@medica-site.com


