
Penjelasan tentang Ryoun group
りょううん ぐるーぷ せつめい



東京
大阪

石川

TOKUSHIMA
Akses

・大阪 2Jam

・東京 1Jam

と く し ま

おおさか じかん

とうきょう じかん

きこう あたたかい

あくせす

Iklim：Hangat



Iklim Alam yang kaya
しぜんゆたかで おんだん な きこう



Tarian Awa
あわ おどり



laut yang sangat indah
きれいなうみ



Tokushima Stasiun Daerah
とくしま えき しゅうへん



7

perusahaan Ryoun group

Alamat TOKUSHIMA

Jumlah staf ６５０ Orang

か い しゃ

じゅうしょ

しょくいんすう

りょううん グループ

とくしま

めい

Penjelasan Perusahaan
かいしゃ せつめい



Panti jompo Aijuen

Staf berasal dari filiphina berjumlah 2 orang

ろうじんほーむ あいじゅえん

2めいのフィリピン しゅっしんしゃ かいご スタッフ



Panitipan anak
ほいくしょ







Cherry Blossoms



Bed making
ベッドメイキング



お菓子作り

Membuat Kue



Membantu pemberian nutrisi
しょくじ かいじょ



Membantu pemberian nutrisi
しょくじ かいじょ



Membantu body care
にゅうよく かいじょ



Mulut Senam
くち の たいそう



Panti jompo Subaru
めい

ろうじんほーむ すばる

Staf berasal dari filhipina berjumlah 2 orang
2めいのフィリピン しゅっしんしゃ かいご スタッフ



Perayaan 100 tahun
１００さいのいわい



Membantu pemberian nutrisi
しょくじ かいじょ



Senam
たいそう



Mulut Pembersihan
くち の そうじ



Membantu body care
にゅうよく かいじょ



Bed making
ベッドメイキング



Penggajian
きゅうよ

Rata-rata   Per bulan Sekitar 230,000yen

Gaji dasar ＋ Tunjangan ＋ Tunjangan Shift

＋ Bonus

（きほんきゅう） （てあて） （やきんてあて）

やくへいきん 1かげつあたり



Waktu bekerja
き ん む じ か ん

① shift pagi 7:00～16:00

② Kerja normal 8:30～17:30

③ shift siang 10:00～19:00

④ Shift malam 16:30～ 9:30

月 火 水 木 金 土 日

① ② やすみ
Holiday ③ ④ やすみ

Holiday

Contoh）
れい



Harga
ぶっか

DI tokushima biaya hidup sangat murah

1Kマンション

TOKYO １４０,０００円
TOKUSHIMA ４０,０００円

Contoh）
れい

えん

とくしま の ぶっかは やすい



Liburan
きゅうか

Libur bekerja Dua kali dalam eminggu

Cuti tahunan １０回 / １tahun

Liburan khusus Dalam satahun
１６Hari

Bisa pulang ke negara asal
Point!

きんむ

ねんじゆうきゅうきゅうか

ふつか しゅうきゅう

かい ねん

とくべつ きゅうか ねんかん

ぼこく さとがえり も かのう

にち



Dapat mengikuti ujian negara
かいごふくししこっかしけんたいさく

Dapat belajar sendiri

Sistem pelatihan khusus pada jam kerja

Proses pembelajaran dilakukan
1 jam pada jam kerja

Mengatur waktu dalam proses 
pembelajaran sendiri

じしゅがくしゅう

きんむじかんない の せんもんかもく の けんしゅうたいせい

まいにち の きんむじかん のうち まいにち １じかん

じしゅがくしゅう の じかんを せってい しています



Belajar Bahasa jepang

Dibantu dengan
menggunakan

skype
(Gratis)

1 minggu hanya 2jam dalam sehari

Dipanggilkan pengajar dari luar untuk proses 

pembelajaran Bahasa jepang

Pertemuan
(Gratis)

Dalam 2minggu pertemuan 1kali selama 2 jam

pada saat pertemuan langsung belajar Bahasa 
jepang

Dapat mengikuti ujian negara
かいごふくししこっかしけんたいさく

にほんご の べんきょう

スカイプを つかった じぎょう
１しゅうかん に １にち２じかん

がいぶこうしに よりに ほんごの べんきょうを おしえます

ちょくせつたいめん での にほんご の じゅぎょう

２しゅうかん に １ど、２じかん

むりょう

たいめん じゅぎょう

むりょう



pelatihan diarahkan oleh orang yang berpengalaman

Seluruh staf bertanggung jawab penuh terhadap ujian negara

keperatwatan lansia Seluruh staf keperawatan lansia

Therapy fisik

Therapy  berjalan terhadap pasien

Panduan saat memindahkan pasien

Panduan saat rehabilitasi

Nurse Panduan tentang care medis

Pekerja sosial Panduan tentang layanan
konsultasi dll

かいごふくしし

りがくりょうほうし

かんごし

しゃかいふくしし

Dapat mengikuti ujian negara
かいごふくししこっかしけんたいさく

けんしゅう しどう たいせい

かくこっかしかく を しゅとくした しょくいん が たんとうします

かいご ぎょうむ ぜんぱん

りようしゃ の ほこう

いどうじ の トランスファーしどう

リハビリテーションしどう

いりょうケア の しどう

そうだんぎょうむ とうの しどう



Persiapan untuk ujian praktek

Persiapan 1minggu 1jam dilakukan
6bulan sebelum ujian negara

Melaksanakan ujian praktek berdasarkan

jawaban dan penjelasannya

Dapat mengikuti ujian negara
かいごふくししこっかしけんたいさく

こっかしけん もぎしけん たいさく

しけん ６かげつ まえより しゅう１回１じかん

もぎしけん じっし と そのかいとう と かいせつ



Acara penyambutan staf baru
しんにゅうしょくいんかんげいかい



Partai pertukaran staf
しょくいん こうりゅう パーティー



Silahturahmi dengan keluarga para staf
ファミリー ボーリング



Pesta akhir tahun
ぼうねんかい



Staff Benefit

akan dibantu biaya medis
いりょうひじょせいせいど

seluruh biaya akan ditanggung
ぜんがくほじょ



・Ketepatan waktu

・Mari bergabung dengan staf dan para 
lansia yang selalu riang

・Menanggapi dengan hormat kepada senior

・Apabila sedang binggung atau stress bicarakan dengan
atasan atau teman

・Mari mengikuti kegiatan maupun kegiatan belajar
• Dilarang merokok

system dan cara kerja
じかん を まもろう

あかるく スタッフ や りようしゃ の かたと せっしよう

じんせい の せんぱい にたいし、そんけい を もって たいおう しよう

しごと へ とりくむしせい

なやみ や ストレスは、じょうし や どうりょう に そうだん しよう

ぎょうじ や べんきょうかい には、すすんで さんか しよう

たばこ を すわない



Staf filiphina hanya 1 hari
フィリピンスタッフのいちにち





ワンルームタイプ 20㎡

Bulanan ２０,０００円

Jaminan １５,０００円

Harga gas Tarif listrik Lain

Kamar

Staf asrama（Perempuan Perempuan）

げつがく えん

しょくいんりょう じょせい せんよう

しききん えん

しつない げんかん ふろ といれ

ガスだいきん でんきりょうきん べつ

Mandi ToiletSecurity



Kamar 16㎡

Uang sewa １０,０００円

Jaminan なし

Tidak termasuk biaya gas dan listrik

Dalam kamar
リビング

Staf asrama （ Laki-laki Perempuan ）

げつがく えん

へや

しききん

ガスだいきん でんきりょうきん べつ

しつない

しょくいんりょう だんせい せんよう



Sekitar Perusahaan

Pasar Super

Pasar Super

Toko obat ダイソー

Pasar Super

かいしゃ しゅうへん

Perusahaan

スーパーマーケット

スーパーマーケット

ドラッグストア

スーパーマーケット

ホームセンター
Rumah pusat



Home center

ホームセンター

１ ｍｅｎｉｔ



Toko obat

ドラッグストア

３ ｍｅｎｉｔ



Pasar Super
スーパーマーケット

１ ｍｅｎｉｔ ３ ｍｅｎｉｔ

３ ｍｅｎｉｔ



チラシ

Dengan 1 yen kita sudah bisa membeli telur

Bisa membeli es cream dengan harga setengahnya

たまご が １えん で かえたり

アイスクリーム が はんがく で かえたり します



Pusat belanja

ダイソー
ユニクロ

Toko diskon

しゅうへん しょっぴんぐ

Perusahaan

ディスカウントストア

ショッピングセンター
Pusat perbelanjaan



Ｄａｉｓｏ

５ ｍｅｎｉｔ



UNIQLO

５ ｍｅｎｉｔ



Pusat perbelanjaan
ショッピングセンター

１５ ｍｅｎｉｔ



Pusat perbelanjaan
KALDI Coffee 

Nasi goreng、Mi goreng Dijual juga makanan
indonesia

ナシゴレン ミーゴレン インドネシアりょうり も うっています



Toko diskon
ディスカウント ストアー

５ ｍｅｎｉｔ



Kehidupan disekitar Panti jompo

Kantor pos
（ゆうびんきょく）

Bank（ぎんこう）

Bank（ぎんこう）

Pemadam
kebakaran
（しょうぼうしょ）

Kantor pemerintahan
（やくしょ）

Bank（ぎんこう）

しゅうへん せいかつ しせつ

Perusahaan

Kantor pos
（ゆうびんきょく）



Bank
ぎんこう

５ ｍｅｎｉｔ ５ ｍｅｎｉｔ

５ ｍｅｎｉｔ



Kantor pos
ゆうびんきょく

５ ｍｅｎｉｔ １０ ｍｅｎｉｔ



Kantor pemerintahan
やくしょ

５ ｍｅｎｉｔ



Pemadam kebakaran
（しょうぼうしょ）

５ ｍｅｎｉｔ



TOKUSHIMA Islam Pusat
とくしま いすらむ せんたー

礼拝所

３０ ｍｉｎｉｔ



Ryoun group Kapel
りょううん ぐるーぷ れいはいどう



JR Shouzui Stasiun
3km

500m

Salah satu cara260円 22Menit

https://www.kobebussan.co.jp/e
nglish/item/index.php?ic_id=56

業務ス-パ-

Perusahaan

JR Naruto Stasiun

ハラール Makanan Dealer
しょくひん とりあつかいてん

かいしゃ

しょうずい えき

なると えき

ぎょうむ

えん ふん

１０ ｍｅｎｉｔ

５ ｍｅｎｉｔ



稲次病院
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