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所在地事業主許可番号 事業所名

北海道石狩市株式会社札幌ロジステックス派 01-300046

北海道岩見沢市株式会社コミュニティーワークス派 01-300048

北海道札幌市中央区ユニバーサル・システム株式会社派 01-300550

北海道札幌市北区株式会社日栄車輛サービス派 01-301319

北海道札幌市豊平区金源貿易　株式会社札幌本社派 01-301329

北海道旭川市オールプランニング心株式会社派 01-301331

北海道札幌市北区株式会社シイエヌエス北海道派 01-301332

北海道苫小牧市近藤商事株式会社派 01-301335

北海道札幌市北区エンビト　キャリア派 01-301338

青森県五所川原市株式会社ツシマ技建派 02-300054

青森県八戸市中当建設株式会社派 02-300224

岩手県北上市東北精密　株式会社第三工場派 03-300063

岩手県北上市株式会社小田島組派 03-300131

埼玉県熊谷市東洋ワーク株式会社埼玉営業所派 04-010080

神奈川県横浜市神奈川区東洋ワーク株式会社横浜営業所

北海道札幌市豊平区東洋ワーク株式会社札幌営業所　札幌支店

愛知県名古屋市中区東洋ワーク株式会社愛知営業所

岩手県北上市東洋ワーク株式会社北上営業所

広島県広島市中区東洋ワーク株式会社広島営業所

新潟県新潟市中央区東洋ワーク株式会社新潟営業所

三重県四日市市東洋ワーク株式会社三重営業所

宮城県仙台市青葉区東洋ワーク株式会社

福岡県福岡市博多区東洋ワーク株式会社福岡営業所

岐阜県岐阜市東洋ワーク株式会社日本プロパワー事業部

福島県郡山市東洋ワーク株式会社郡山営業所

岩手県奥州市東洋ワーク株式会社ＭＩＣ事業部

宮城県石巻市東洋ワーク株式会社石巻営業所

青森県八戸市東洋ワーク株式会社青森営業所

宮城県仙台市青葉区東洋ワーク株式会社ジェイエス事業部

宮城県大崎市東洋ワーク株式会社大崎営業所

福島県福島市東洋ワーク株式会社サテライト福島

京都府京都市下京区東洋ワーク株式会社京都営業所

宮城県柴田郡柴田町東洋ワーク株式会社仙南事業所

山口県下関市東洋ワーク株式会社サテライト下関

千葉県松戸市東洋ワーク株式会社千葉営業所

山形県山形市東洋ワーク株式会社山形営業所

宮城県仙台市若林区株式会社ＹＳ　ｄｉａｇｒａｍ派 04-300521

山形県山形市株式会社エデュケイション　ジェイムズ英会話山形校派 04-300522

秋田県大仙市商栄株式会社派 05-300007

秋田県秋田市大洋ビル管理株式会社派 05-300049

山形県山形市タムス・ファームウェアー株式会社派 06-300013

福島県いわき市株式会社協創派 07-300238

東京都豊島区株式会社東日本エンジニアリング　本社派 07-300239

福島県伊達市株式会社トラストサービス派 07-300240

福島県白河市太陽測量設計株式会社派 07-300629

福島県郡山市株式会社エージェーシー派 07-300630

福島県二本松市ジョブエイドイースト株式会社派 07-300631

茨城県日立市アイ・イー・シー株式会社派 08-020007

茨城県つくば市信輝インターナショナル株式会社派 08-300033

滋賀県甲賀市信輝インターナショナル株式会社滋賀営業所

栃木県宇都宮市株式会社ヒューマンリップル　宇都宮営業所派 08-300256

茨城県ひたちなか市株式会社テクノ稜建派 08-300806

千葉県柏市株式会社ＳＴＩ派 08-300900

栃木県足利市株式会社グランドナレッジ派 09-050006

福島県郡山市株式会社アルフア　郡山事業所派 09-300034

栃木県宇都宮市株式会社アルフア　宇都宮事業所

山口県防府市株式会社アルフア　防府事業所

栃木県那須塩原市株式会社アルフア

栃木県宇都宮市株式会社エヌエヌ物流サポート派 09-300035

栃木県宇都宮市株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント派 09-300428

東京都港区株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント　東京支店

栃木県小山市株式会社三四　小山支店派 11-300077

埼玉県鶴ヶ島市ｃａｒｅ　ｌｉｎｋ派 11-300638

長野県長野市環境通信輸送株式会社営業部　長野営業部門派 11-300744
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新潟県新潟市中央区環境通信輸送株式会社物流事業部　新潟物流センター派 11-300744

埼玉県さいたま市大宮区環境通信輸送株式会社

埼玉県さいたま市大宮区株式会社ニューライフ　本店派 11-301427

大阪府大阪市北区株式会社ニューライフ　関西支店

埼玉県鴻巣市新垣興業株式会社派 11-301429

東京都青梅市カネパッケージ株式会社東京営業所派 11-301430

埼玉県比企郡吉見町埼玉オリジン株式会社埼玉工場派 11-301432

千葉県市川市株式会社アーデンシステムコーポレーション派 12-300046

千葉県習志野市株式会社シー・アイ・ティ・サービス派 12-300049

千葉県野田市ヤグチ物流株式会社派 12-300050

千葉県市川市株式会社メイショウグループ派 12-300052

千葉県成田市株式会社アイ・シー・エス派 12-300053

東京都港区株式会社パーク　三田事務所派 12-300468

千葉県八千代市株式会社日立物流首都圏　千葉営業部派 12-301325

千葉県千葉市中央区グローバルエンタープライズ派 12-301365

千葉県千葉市中央区株式会社千手Ｓｏｆｔ派 12-301366

千葉県船橋市株式会社Ｃｌｏｕｄ９  千葉支店派 12-301367

千葉県成田市ワールドＮＲＴ有限会社派 12-301368

千葉県船橋市株式会社At Human Vision派 12-301370

千葉県木更津市有限会社アフェクトエンジニアズ派 12-301371

千葉県富里市株式会社スカイカーゴビジネス派 12-301372

東京都千代田区株式会社ビジネスセンター社派 13-010707

東京都文京区株式会社図書館流通センター派 13-010708

東京都千代田区株式会社エル・コーエイ派 13-010709

東京都港区株式会社博報堂ＤＹキャプコ派 13-040308

大阪府大阪市北区株式会社博報堂ＤＹキャプコ　関西支社

福岡県福岡市中央区株式会社博報堂ＤＹキャプコ　九州支店

東京都港区東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社派 13-040412

神奈川県横浜市鶴見区東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社京浜事業部

東京都港区ロジテムエージェンシー株式会社派 13-040415

東京都港区株式会社ヒューマンウェア派 13-040417

東京都港区株式会社ケイズインターナショナル派 13-040421

兵庫県姫路市株式会社ダイヤモンドパーソネル　西日本支社　姫路オフィス派 13-040690

東京都文京区株式会社ダイヤモンドパーソネル　東日本支社

愛知県名古屋市北区株式会社ダイヤモンドパーソネル　中日本支社

兵庫県尼崎市株式会社ダイヤモンドパーソネル　西日本支社

東京都町田市羽田タートルサービス株式会社町田営業所派 13-060020

千葉県成田市羽田タートルサービス株式会社成田空港事業所

東京都大田区羽田タートルサービス株式会社羽田空港事業所

福岡県福岡市中央区羽田タートルサービス株式会社福岡支店

神奈川県相模原市緑区羽田タートルサービス株式会社橋本営業所

埼玉県所沢市羽田タートルサービス株式会社埼京営業所

東京都大田区羽田タートルサービス株式会社東京支店

埼玉県越谷市羽田タートルサービス株式会社埼玉支店

千葉県柏市羽田タートルサービス株式会社柏営業所

福島県伊達市羽田タートルサービス株式会社福島営業所

宮城県仙台市宮城野区羽田タートルサービス株式会社仙台支店

神奈川県横浜市西区羽田タートルサービス株式会社横浜支店

東京都立川市羽田タートルサービス株式会社立川営業所

神奈川県厚木市羽田タートルサービス株式会社湘南厚木支店

東京都江東区羽田タートルサービス株式会社江東営業所

大阪府大阪市福島区羽田タートルサービス株式会社大阪支店

千葉県船橋市羽田タートルサービス株式会社千葉支店

愛知県名古屋市中区羽田タートルサービス株式会社名古屋支店

東京都千代田区株式会社ビーネックスソリューションズ派 13-070297

愛知県名古屋市中村区株式会社ビーネックスソリューションズ　ＴＮＳ事業部　名古屋オフィス

愛知県刈谷市株式会社ビーネックスソリューションズ　刈谷本社

大阪府大阪市西区株式会社ビーネックスソリューションズ　大阪オフィス

東京都港区ジャスネットコミュニケーションズ株式会社派 13-070300

大阪府大阪市中央区ジャスネットコミュニケーションズ株式会社関西支社

東京都中央区株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ　東京営業所派 13-080154

愛知県名古屋市中区株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ　名古屋営業所

福岡県福岡市中央区株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ　福岡営業所

東京都新宿区株式会社エクセル・サービス派 13-080313

広島県広島市中区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　広島支店派 13-090090

埼玉県さいたま市大宮区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　大宮支店
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東京都新宿区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　新宿登録センター派 13-090090

沖縄県那覇市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　沖縄営業所

石川県金沢市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　金沢営業所

栃木県宇都宮市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　宇都宮営業所

静岡県静岡市葵区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　静岡支店

長野県長野市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　長野支店

静岡県浜松市中区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　浜松営業所

新潟県新潟市中央区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　新潟支店

京都府京都市下京区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　京都支店

東京都豊島区株式会社ヒト・コミュニケーションズ

鹿児島県鹿児島市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　鹿児島営業所

千葉県船橋市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　千葉支店

茨城県水戸市株式会社ヒト・コミュニケーションズ　水戸支店

宮城県仙台市青葉区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　東北支社

神奈川県横浜市西区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　横浜支店

大阪府大阪市北区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　関西支社

福岡県福岡市中央区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　九州支社

愛知県名古屋市中村区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　東海支社

岡山県岡山市北区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　岡山支店

北海道札幌市中央区株式会社ヒト・コミュニケーションズ　北海道支社

東京都千代田区株式会社エデュース　本社派 13-300395

東京都小平市株式会社マックス派 13-300402

東京都千代田区株式会社旅人派 13-300410

東京都港区株式会社長谷工ナヴィエ　派 13-300413

東京都大田区羽田空港グランドサービス株式会社派 13-300416

東京都大田区株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本派 13-300418

東京都港区株式会社アゲハ派 13-300421

東京都港区株式会社エス・グルーヴ  東京本社派 13-300429

大阪府大阪市中央区株式会社エス・グルーヴ  大阪支店

福岡県福岡市中央区株式会社エス・グルーヴ  九州支店

東京都港区マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社派 13-300434

東京都文京区株式会社アルファネット　東京本社派 13-300436

愛知県名古屋市中区株式会社アルファネット　名古屋支店

大阪府大阪市福島区株式会社アルファネット　大阪支店

東京都品川区株式会社ブレーントラスト派 13-300437

茨城県日立市立昇電設株式会社日立事業所派 13-300449

千葉県野田市株式会社ＯＨＧＵＲＯ　野田工場派 13-300450

茨城県かすみがうら市株式会社ＯＨＧＵＲＯ　霞ヶ浦工場

東京都板橋区株式会社ディーエスサービス派 13-300457

東京都豊島区株式会社キョードーファクトリー　派遣事業部派 13-304561

神奈川県川崎市麻生区株式会社エム・エル・ビー派 13-304564

東京都港区ファンクショット株式会社派 13-304572

東京都新宿区株式会社ジードライブ派 13-304575

東京都新宿区株式会社ＳＥＣ派 13-304577

東京都中央区日本インサイトテクノロジー株式会社派 13-304578

東京都新宿区日章警備保障株式会社派 13-304580

東京都八王子市テクノヒューマンパワー株式会社派 13-304581

東京都千代田区株式会社日本グリーンリサイクル派 13-304585

東京都大田区行政書士法人榊原・箭内事務所派 13-304589

東京都文京区ナショナルソフトウェア株式会社派 13-304590

東京都港区一般社団法人日本外交協会派 13-304592

東京都中央区株式会社ワット・コンサルティング派 13-304593

神奈川県横浜市神奈川区株式会社ワット・コンサルティング　第二事業部事業推進課

埼玉県さいたま市大宮区株式会社ワット・コンサルティング　さいたま営業所

福岡県福岡市博多区株式会社ワット・コンサルティング　福岡営業所

神奈川県横浜市中区株式会社ワット・コンサルティング　横浜営業所

宮城県仙台市青葉区株式会社ワット・コンサルティング　仙台営業所

愛知県名古屋市中村区株式会社ワット・コンサルティング　名古屋営業所

東京都新宿区株式会社ワット・コンサルティング　新宿営業所

大阪府大阪市西区株式会社ワット・コンサルティング　大阪営業所

北海道札幌市中央区株式会社ワット・コンサルティング　札幌営業所

東京都品川区株式会社ヴィクサス派 13-304596

福岡県福岡市南区株式会社ヴィクサス　九州支社

東京都渋谷区株式会社Ｎ．ジェン派 13-304597

東京都江東区株式会社クイックサーブ派 13-304598

東京都千代田区株式会社デジタル・ヒュージ・テクノロジー派 13-304786
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東京都港区株式会社アイ・シー・アイ派 13-305729

東京都新宿区株式会社テクノトップ派 13-305730

東京都千代田区株式会社エム・アンド・アイ派 13-305731

福岡県福岡市博多区株式会社エム・アンド・アイ　福岡事業所

東京都中央区株式会社アルファエージェント派 13-305732

東京都中野区ライフ・サービス・コンサルタンツ株式会社派 13-305733

東京都渋谷区株式会社スプラウト派 13-305734

宮城県仙台市宮城野区都市環境整美株式会社仙台センター派 13-305735

長野県松本市都市環境整美株式会社松本営業所

広島県広島市南区都市環境整美株式会社広島センター

茨城県つくば市都市環境整美株式会社つくばセンター

福岡県福岡市博多区都市環境整美株式会社福岡センター

大阪府大阪市中央区都市環境整美株式会社大阪センター

東京都文京区都市環境整美株式会社

愛知県名古屋市熱田区都市環境整美株式会社名古屋センター

東京都港区日本インターパブリック株式会社派 13-305738

東京都中央区株式会社アスク派 13-305740

大阪府大阪市北区株式会社アスク　関西営業所

東京都千代田区株式会社アドバンスドシステムテクノロジー派 13-305741

東京都中央区イセップ株式会社派 13-305743

東京都新宿区株式会社コンフィデンス　派 13-305745

東京都中央区株式会社アイメックス派 13-305747

東京都渋谷区株式会社アイデックス社派 13-305748

東京都立川市株式会社Ｋ２スタッフパートナーズ派 13-305749

東京都渋谷区株式会社グッドアンドカンパニー派 13-305751

東京都中央区グリーン・サポート・システムズ株式会社派 13-305752

東京都新宿区株式会社キーマネジメントソリューションズ派 13-305753

東京都中央区システムメディコム株式会社派 13-305754

東京都大田区株式会社アドレススタッフ派 13-305755

東京都渋谷区Ｐｅｒｓｏｎ’ｓ株式会社派 13-306027

神奈川県横浜市神奈川区Ｐｅｒｓｏｎ’ｓ株式会社横浜支店

神奈川県横浜市港北区グラビティ株式会社派 13-313105

東京都青梅市青梅商工会議所派 13-314321

東京都港区向陽電気工業株式会社派 13-314373

東京都大田区株式会社ＪＡＬグランドサービス派 13-314376

東京都千代田区株式会社Ｓｐｅｃｉａｌ　Ｍｅｄｉｃｏ派 13-314377

東京都港区Ａｃｅｒｓ　Ｔｅｃｈ株式会社派 13-314379

東京都港区ＮＥＣチャイナ・ソフトジャパン株式会社派 13-314380

東京都渋谷区株式会社オー・アール・ビー派 13-314381

東京都江東区石澤工業株式会社派 13-314387

東京都千代田区株式会社シスニーズ派 13-314388

東京都八王子市株式会社テクニカル・ユニオン派 13-314391

東京都大島町村松興業株式会社派 13-314392

東京都港区株式会社ユニマットスタッフカンパニー派 13-314393

東京都中央区株式会社Ｊ・ＭＡＤＥ派 13-314396

東京都港区株式会社ＤＡＹＤＲＥＡＭ派 13-314397

東京都葛飾区楽喜株式会社派 13-314398

東京都港区株式会社ＨＡＲＭＯＮＩＡ派 13-314399

東京都新宿区株式会社リンクオブアジア派 13-314400

東京都中央区ＤＸＨＲ株式会社派 13-314401

東京都江戸川区臨海総合サービス株式会社派 13-314404

東京都港区株式会社総合教育研究所　本社派 13-314405

千葉県柏市大網梱包株式会社柏センター派 13-314406

東京都西多摩郡瑞穂町大網梱包株式会社瑞穂ｉＰＬセンター

東京都中央区株式会社プランナーズ２１ＳＹＪ派 13-314407

東京都中央区株式会社シーテク派 13-314408

東京都渋谷区エネクラウド株式会社派 13-314410

東京都台東区株式会社Ｐａｒａｆｅｅｄ派 13-314411

東京都大田区株式会社タウルス・ソフトウエア・グループ・ホールディングス派 13-314412

東京都中央区株式会社ダイン派 13-314413

東京都立川市株式会社武鵬派 13-314415

東京都新宿区株式会社アルファステップ派 13-314416

東京都新宿区ＴＲＡＮＳＦＯＲＭ　ＣＡＲＥＥＲ株式会社派 13-314421

東京都府中市有限会社ソルシードシステムズ派 13-314424

東京都品川区Ｖｉｇｉｅｎｃｅ株式会社派 13-314428

東京都品川区株式会社エイエムビーコンサルタント派 13-314429
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東京都江東区株式会社ロジ・クリエーション派 13-315479

東京都港区株式会社エフエスアイ　東京本社　派 13-315594

大阪府大阪市淀川区株式会社エフエスアイ　大阪本店

東京都港区株式会社はぴロジ　東京オフィス派 13-316247

大阪府大阪市西区株式会社はぴロジ　大阪オフィス

神奈川県横浜市鶴見区株式会社クロサワエンジニアリング　事業管理本部派 14-020016

大阪府貝塚市株式会社クロサワエンジニアリング　大阪営業所

神奈川県横浜市神奈川区株式会社ソフテックス派 14-300115

神奈川県小田原市太洋物流株式会社派 14-300118

神奈川県横浜市中区株式会社ピー・アール・オー派 14-300119

神奈川県横浜市西区新日本警備保障株式会社派 14-300123

神奈川県相模原市中央区株式会社ワード技研派 14-300126

神奈川県海老名市株式会社プライムワーク派 14-300127

栃木県小山市株式会社プライムワーク  栃木営業所

神奈川県横浜市中区株式会社トシコーポレーション派 14-300128

神奈川県高座郡寒川町有限会社三昭興業派 14-300130

神奈川県横浜市中区株式会社クボモト派 14-301077

神奈川県川崎市中原区株式会社メタテクノ派 14-301079

神奈川県藤沢市株式会社ネクサス大浩派 14-303030

神奈川県相模原市緑区株式会社ＴＢＴソリューションズ派 14-303032

神奈川県横浜市中区横山工業株式会社派 14-303033

神奈川県横浜市戸塚区株式会社テクノネット派 14-303034

神奈川県横浜市西区ジゼスト・デザインシステムズ株式会社派 14-303036

神奈川県綾瀬市株式会社ユケンサービス派 14-303037

神奈川県川崎市高津区有限会社東日興運社派 14-303038

神奈川県横浜市西区株式会社ＲｅＳｔａｒｔ派 14-303229

新潟県新潟市中央区株式会社キャリアステーション派 15-010012

新潟県長岡市株式会社キャリアステーション　長岡営業所

新潟県上越市株式会社キャリアステーション　上越営業所

新潟県新潟市中央区株式会社キャリアステーション　新潟南オフィス

新潟県三条市株式会社キャリアステーション　燕三条オフィス

新潟県佐渡市佐渡キャリアスタッフ派 15-130001

新潟県十日町市株式会社丸山工務所派 15-300457

新潟県妙高市中電産業株式会社派 15-300458

新潟県新潟市西区新潟トナミ運輸　株式会社本社営業所派 15-300459

新潟県新潟市中央区株式会社リンコーコーポレーション派 15-300460

富山県中新川郡上市町株式会社マクロ・コム・ジャパン派 16-300018

富山県富山市富瀋国際事業協同組合派 16-300093

富山県富山市ホッコー商事株式会社派 16-300261

福井県福井市福井倉庫株式会社派 18-300004

福井県福井市ｆｔスタッフ派 18-300052

山梨県中央市千里株式会社事業本部派 19-300250

長野県長野市フーズネットながの株式会社派 20-070002

長野県東筑摩郡山形村下諏訪倉庫　株式会社松本支店派 20-300039

長野県駒ヶ根市株式会社ナオス派 20-300041

長野県伊那市株式会社ナオス　伊那事業所

長野県塩尻市朝日観光自動車株式会社派 20-300442

長野県長野市株式会社博悠　派遣・紹介事業所派 20-300443

岐阜県岐阜市株式会社センチュリー21派 21-300033

岐阜県中津川市恵北ビル管理株式会社派 21-300034

岐阜県岐阜市株式会社KAEDE派 21-300221

岐阜県可児市株式会社ホットスタッフ可児派 21-300252

岐阜県可児市株式会社暁派 21-300466

静岡県浜松市中区株式会社テックメイト派 22-300052

静岡県浜松市東区サンエース東海有限会社派 22-300053

静岡県静岡市駿河区東海安全警備保障株式会社静岡本社派 22-300054

静岡県沼津市株式会社アフレックス派 22-300476

静岡県掛川市株式会社アフレックス　掛川営業所

静岡県浜松市中区株式会社アクセスライズ派 22-300542

静岡県静岡市葵区株式会社静鉄アド・パートナーズ派 22-300543

静岡県掛川市有限会社浜運物流サービス派 22-300544

静岡県浜松市東区有限会社浜運物流サービス　浜松第2営業所

静岡県浜松市東区株式会社シャインパス派 22-300545

静岡県静岡市駿河区株式会社エス・ティー・シー派 22-301195

静岡県浜松市中区株式会社スリーアイ派 22-301198

愛知県刈谷市アイチ情報システム株式会社派 23-110006
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沖縄県那覇市株式会社シー・アール・シー　沖縄支店派 23-300169

愛知県名古屋市中村区株式会社シー・アール・シー

愛知県名古屋市中区株式会社プロサポート派 23-300175

愛知県豊橋市株式会社アクティブコーポレーション派 23-300179

愛知県豊田市株式会社アクティブコーポレーション　豊田営業所

愛知県長久手市株式会社産機派 23-300183

愛知県名古屋市中区株式会社じょぶれい派 23-300187

東京都千代田区株式会社じょぶれい　関東オフィス

大阪府大阪市北区株式会社じょぶれい　大阪オフィス

愛知県名古屋市港区株式会社イシミツ派 23-300191

愛知県名古屋市熱田区中京倉庫株式会社派 23-301438

愛知県岡崎市株式会社システックス派 23-301439

愛知県名古屋市緑区中日本エンジニアリング株式会社派 23-301440

愛知県春日井市株式会社ホットスタッフ春日井派 23-301441

愛知県知立市野々山人材サービス株式会社派 23-303567

愛知県あま市ＡＭＡエンジニアリング株式会社派 23-303569

愛知県東海市有限会社濱田油機派 23-303570

愛知県豊田市株式会社ＨｉＬＯ派 23-303571

愛知県稲沢市日本エンジン株式会社派 23-303572

愛知県名古屋市中区ＡＲｋｉａ株式会社派 23-303573

愛知県名古屋市中区コツヨシ株式会社派 23-303575

愛知県名古屋市西区株式会社HRKT派 23-303576

愛知県西春日井郡豊山町ダイヤモンドエアサービス株式会社派 23-303577

愛知県豊田市株式会社TSUNAGU派 23-303579

愛知県豊田市株式会社金剛製作所派 23-303580

愛知県豊田市株式会社HATCH.派 23-303582

三重県伊勢市株式会社アイ・シー・エス派 24-020005

三重県鈴鹿市株式会社ＹＯＴＳＵＭＩ　本部事業所派 24-300032

三重県鈴鹿市マルサ運送株式会社派 24-300270

三重県鈴鹿市株式会社Ｙｕｕｋｉ　Ｊａｐａｎ派 24-300581

三重県鈴鹿市株式会社ベストロジ三重派 24-300721

三重県三重郡菰野町ジャパンマテリアル株式会社本社派 24-300724

三重県四日市市あんしん経営株式会社派 24-300725

三重県四日市市株式会社ベストパートナー派 24-300726

三重県員弁郡東員町株式会社ブルーシステム派 24-300728

三重県鈴鹿市ユーピーｆｌｏｗ株式会社派 24-300729

三重県津市株式会社ＬＩＮＫ派 24-300761

滋賀県甲賀市アーネスト株式会社派 25-300032

滋賀県栗東市株式会社ケンシン派 25-300189

滋賀県近江八幡市株式会社シーマックス派 25-300478

滋賀県草津市クラベス株式会社ＬｉＢＲＡ派 25-300479

京都府宇治市株式会社トップアシスト派 26-300362

京都府京田辺市睦和産業株式会社派 26-300363

大阪府大阪市淀川区株式会社学生情報センター　大阪支社派 26-300690

東京都新宿区株式会社学生情報センター　東日本本部

神奈川県厚木市株式会社イセトーテクニカルサービス　厚木派遣事務所派 26-300693

京都府京都市中京区株式会社イセトーテクニカルサービス

岡山県岡山市北区株式会社ニッソーネット　岡山支社派 27-029007

広島県広島市中区株式会社ニッソーネット　広島支社

埼玉県さいたま市大宮区株式会社ニッソーネット　さいたま支社

茨城県水戸市株式会社ニッソーネット　水戸支社

福岡県北九州市小倉北区株式会社ニッソーネット　北九州支社

栃木県宇都宮市株式会社ニッソーネット　宇都宮支社

北海道札幌市中央区株式会社ニッソーネット　札幌支社

愛知県名古屋市中村区株式会社ニッソーネット　名古屋支社

群馬県高崎市株式会社ニッソーネット　高崎支社

福岡県福岡市中央区株式会社ニッソーネット　福岡支社

千葉県千葉市中央区株式会社ニッソーネット　千葉支社

神奈川県横浜市西区株式会社ニッソーネット　横浜支社

東京都新宿区株式会社ニッソーネット　東京本社

兵庫県神戸市中央区株式会社ニッソーネット　神戸支社

大阪府大阪市阿倍野区株式会社ニッソーネット　南大阪支社

大阪府大阪市北区株式会社ニッソーネット

京都府京都市中京区株式会社ニッソーネット　京都支社

静岡県静岡市葵区株式会社ニッソーネット　静岡支社

静岡県静岡市葵区株式会社ディンプル　静岡営業所派 27-030090
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東京都新宿区株式会社ディンプル　新宿営業所派 27-030090

石川県金沢市株式会社ディンプル　金沢営業所

北海道札幌市中央区株式会社ディンプル　札幌営業所

福岡県福岡市中央区株式会社ディンプル　福岡営業所

大阪府大阪市北区株式会社ディンプル

愛知県名古屋市中村区株式会社ディンプル　名古屋営業所

大阪府泉佐野市国際航空旅客サービス株式会社派 27-030185

大阪府松原市株式会社アストエンジ 松原本社派 27-040012

大阪府守口市株式会社不二トータルシステム派 27-300144

福岡県福岡市中央区株式会社ファインスタッフ　天神営業所派 27-300148

東京都新宿区株式会社ファインスタッフ　関東支社

大阪府大阪市北区株式会社ファインスタッフ　梅田営業所

東京都港区株式会社ファル・メイト　東京支店派 27-300161

大阪府大阪市中央区株式会社ファル・メイト

大阪府大阪市北区株式会社ブロード・プランニング派 27-300162

大阪府大阪市中央区株式会社ファースト　大阪本社派 27-300169

兵庫県加古郡播磨町井原興産株式会社播磨出張所派 27-300172

大阪府高槻市株式会社ジョブ・パートナー派 27-302050

大阪府吹田市株式会社サンパーク派 27-304496

大阪府大阪市北区シスネット株式会社派 27-304497

大阪府大阪市西区株式会社リレートシステム派 27-304498

大阪府大阪市中央区株式会社ミューチュアル派 27-304500

大阪府大阪市東住吉区株式会社カンマコーポレーション派 27-304501

大阪府岸和田市兼杉興業株式会社派 27-304502

大阪府大阪市東住吉区デジタル総合印刷株式会社人材ソリューション事業部　西日本オフィス派 27-304503

大阪府大阪市此花区システムプロデュース株式会社派 27-304504

大阪府摂津市アルナ協同事業株式会社派 27-304505

大阪府大阪市北区株式会社ＷＡＫＵＷＡＫＵ　ＪＯＢ派 27-304506

大阪府泉大津市株式会社ホンダ派 27-304507

大阪府大阪市福島区株式会社ウラノス派 27-304508

大阪府大阪市中央区株式会社キャリアトップ派 27-304694

兵庫県神戸市兵庫区ＭＨＩ ＮＳエンジニアリング株式会社派 28-010020

神奈川県横浜市西区ＭＨＩ ＮＳエンジニアリング株式会社横浜オフィス

愛知県名古屋市中区ソフラ　株式会社名古屋営業所派 28-190004

東京都港区ソフラ　株式会社東京営業所

兵庫県姫路市ソフラ株式会社

大阪府大阪市西区ソフラ　株式会社大阪営業所

兵庫県神戸市中央区機動警備株式会社派 28-300062

兵庫県姫路市機動警備株式会社姫路支社

兵庫県神戸市中央区関西荷造工業株式会社派 28-300064

兵庫県明石市株式会社シンワテクノ派 28-300066

兵庫県尼崎市大阪電技株式会社派 28-300070

兵庫県姫路市大阪電技株式会社姫路営業所

兵庫県神戸市中央区大阪電技株式会社神戸営業所

兵庫県尼崎市井原加建　株式会社尼崎出張所派 28-300071

神奈川県横浜市鶴見区井原加建株式会社横浜出張所

兵庫県神戸市中央区株式会社コンテック派 28-300645

兵庫県神戸市東灘区株式会社relation派 28-300770

東京都千代田区株式会社ダウイン　東京支店派 28-300773

沖縄県那覇市株式会社ダウイン　沖縄支店

兵庫県尼崎市株式会社ダウイン　本社

京都府京都市上京区株式会社ダウイン　京都支店

愛知県名古屋市千種区株式会社ダウイン　名古屋支店

大阪府大阪市天王寺区株式会社小野教育総合研究所派 28-301826

兵庫県加古郡播磨町株式会社ブンショウ派 28-301827

兵庫県三木市LAGO株式会社派 28-301828

兵庫県尼崎市株式会社セレストポイント派 28-301830

兵庫県相生市株式会社文工業派 28-301832

兵庫県神戸市中央区株式会社コムスコシステムズ派 28-301833

兵庫県神戸市須磨区大志総業株式会社派 28-301834

兵庫県神戸市兵庫区MHI NUSEC株式会社派 28-301836

大阪府大阪市中央区太洋エンジニアリング株式会社大阪本社派 29-300203

和歌山県海南市株式会社ハヤシ海運　下津事務所派 30-060001

神奈川県川崎市川崎区株式会社ハヤシ海運　京浜本部

和歌山県有田郡有田川町株式会社酒本運送派 30-300004

和歌山県海南市脇浜電業株式会社派 30-300060
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和歌山県和歌山市公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団派 30-300144

和歌山県和歌山市大揚興業株式会社派 30-300145

島根県出雲市株式会社さんびる　出雲営業所派 32-300004

島根県松江市株式会社さんびる　松江営業所

広島県広島市中区株式会社さんびる　広島営業所

鳥取県鳥取市株式会社さんびる　鳥取支店

岡山県倉敷市三成興業株式会社派 33-300029

岡山県岡山市南区株式会社アップドラフト派 33-300311

岡山県備前市有限会社熊商派 33-300312

岡山県岡山市北区有限会社フォルテ派 33-300391

岡山県岡山市北区岡山大電設備株式会社派 33-300600

広島県広島市南区未来アドバンス株式会社派 34-140038

広島県福山市株式会社はっけん派 34-300050

広島県広島市西区株式会社ファーストスタッフ　営業本部派 34-300394

広島県広島市中区サンゲン株式会社派 34-300898

広島県福山市伸栄陸送株式会社派 34-300899

広島県広島市安佐南区株式会社ｐｅｅｋａｂｏｏ派 34-300902

広島県東広島市株式会社テイルズケア東広島　西条営業所派 34-300903

山口県周南市内田テクノ株式会社派 35-300390

香川県丸亀市株式会社マン・プロデュース派 37-300249

愛媛県松山市株式会社ユイ・システム工房派 38-300018

愛媛県今治市有限会社東和テック　本店派 38-300275

高知県高知市有限会社創律工業派 39-300083

高知県高知市株式会社轟組派 39-300084

福岡県大牟田市株式会社サプライ派 40-030002

福岡県福岡市博多区株式会社大設計派 40-300063

福岡県福岡市博多区安田建物管理株式会社派 40-300067

福岡県福岡市中央区有限会社福岡マネキン紹介所派 40-300068

福岡県飯塚市新日本管財株式会社派 40-300069

福岡県北九州市八幡西区株式会社アライド・スタッフ派 40-300070

福岡県北九州市八幡西区ジャパンエンジニアリング株式会社派 40-300758

福岡県北九州市小倉北区株式会社アセットヒューマン派 40-300759

福岡県北九州市小倉北区株式会社ラスティング派 40-300760

福岡県福岡市中央区フロイデ株式会社福岡本社派 40-300762

福岡県中間市株式会社中竹組派 40-301661

福岡県福岡市博多区株式会社ニッキ派 40-301662

福岡県北九州市小倉北区ネストライブ株式会社派 40-301666

福岡県福岡市博多区リンクワーク株式会社派 40-301667

長崎県長崎市株式会社ユースフル派 42-010013

熊本県熊本市南区株式会社熊本流通情報センター派 43-300024

熊本県熊本市中央区株式会社ＫＫＴイノベート派 43-300158

福岡県大牟田市株式会社ものづくりプラス派 43-300159

愛知県名古屋市中区株式会社Ｒ’zソリューション　東海サービスセンター派 43-300296

大分県大分市レモンエナジー株式会社派 44-300134

大分県大分市株式会社コーリツ派 44-300135

鹿児島県鹿児島市株式会社システムファクトリーかごしま　派 46-300091

沖縄県那覇市株式会社ＲＢＣビジョン派 47-300142

沖縄県国頭郡本部町沖縄熱帯植物管理株式会社派 47-300329

沖縄県浦添市株式会社沖永開発派 47-300335
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