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一般労働者派遣事業「許可更新事業所一覧」
付 ）（

所在地事業主許可番号 事業所名

北海道札幌市中央区株式会社ヒューマンリソーシズエージェンシー派 01-010112

北海道旭川市ダイビ株式会社派 01-300063

北海道旭川市株式会社三幸ランドプランニング派 01-300460

北海道帯広市北王コンサルタント株式会社派 01-300462

北海道札幌市中央区北王コンサルタント株式会社札幌支社

北海道札幌市白石区トップワーク株式会社白石営業所派 01-300463

北海道札幌市中央区株式会社ベルックス　札幌事業部　派遣事業課派 01-300570

北海道札幌市中央区ニューフロンティア産業株式会社派 01-301357

青森県三戸郡南部町有限会社名川製作所派 02-300014

青森県弘前市株式会社アオテク技研派 02-300226

青森県八戸市医療法人　あおもりデンタルケア派 02-300227

青森県むつ市株式会社宝来工業派 02-300228

岩手県盛岡市株式会社ヒューマンライフ派 03-300009

宮城県仙台市青葉区株式会社ラネックス派 04-300524

宮城県仙台市太白区京電システムコンストラクション株式会社派 04-300529

福島県福島市有限会社コーダイ派 07-300040

福島県相馬市株式会社ビィズコム派 07-300045

福島県いわき市株式会社クサノ工建　赤井事業所派 07-300636

福島県福島市ＡＮＫ総建株式会社派 07-300638

福島県郡山市有限会社メタルクリエイト派 07-300640

茨城県龍ケ崎市タカラビルメン株式会社派 08-100002

茨城県神栖市セバック株式会社派 08-300053

茨城県水戸市株式会社ビーエムサービス派 08-300219

茨城県水戸市エスティコンサルティング株式会社派 08-300821

茨城県那珂郡東海村株式会社橋本農園派 08-300822

栃木県小山市トータルアシスト株式会社派 09-300435

群馬県太田市王鉄興業株式会社派 10-300313

群馬県前橋市株式会社フレンドパーク派 10-300316

群馬県伊勢崎市有限会社ピーシービー　群馬工場派 10-300694

新潟県北蒲原郡聖籠町有限会社ピーシービー　新潟工場

栃木県宇都宮市株式会社パートナー　宇都宮オフィス派 11-010005

福岡県福岡市博多区株式会社パートナー　福岡オフィス

大阪府大阪市西区株式会社パートナー　大阪オフィス

埼玉県川口市株式会社パートナー

東京都新宿区株式会社パートナー　新宿オフィス

埼玉県熊谷市ウインテック株式会社派 11-300100

埼玉県秩父市株式会社セティア派 11-300532

埼玉県越谷市株式会社ケーエフサポート派 11-300645

埼玉県さいたま市大宮区ＡＧＳビジネスコンピューター株式会社派 11-300646

埼玉県入間郡毛呂山町株式会社エス・エム・ユー・マネジメント派 11-300648

埼玉県熊谷市株式会社クレアス派 11-301450

埼玉県さいたま市浦和区テコシム・ジャパン株式会社派 11-301451

埼玉県熊谷市株式会社日本アウトソーシング派 11-301565

千葉県成田市株式会社グッドパワー派 12-300070

千葉県千葉市中央区株式会社ＮＳＧコーポレーション派 12-300479

千葉県千葉市若葉区株式会社ＨＭスタッフ派 12-300480

千葉県八千代市株式会社ブリンクス派 12-300482

千葉県柏市クルーサポート株式会社派 12-301394

千葉県市原市株式会社盛和工業派 12-301395

兵庫県尼崎市株式会社マックス 関西支店派 13-010720

東京都大田区株式会社マックス

東京都中央区株式会社共立ソリューションズ派 13-010721

東京都中央区株式会社スリーディ派 13-010723

宮城県仙台市青葉区セントスタッフ株式会社仙台支店派 13-010725

埼玉県さいたま市大宮区セントスタッフ株式会社大宮支店

福岡県福岡市中央区セントスタッフ株式会社福岡支店

神奈川県横浜市神奈川区セントスタッフ株式会社横浜支店

愛知県名古屋市中区セントスタッフ株式会社名古屋支店

東京都中央区セントスタッフ株式会社

兵庫県神戸市中央区セントスタッフ株式会社神戸支店

広島県広島市中区セントスタッフ株式会社広島支店

京都府京都市下京区セントスタッフ株式会社京都支店

北海道札幌市中央区セントスタッフ株式会社札幌支店

大阪府大阪市北区セントスタッフ株式会社大阪支店
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大阪府大阪市東淀川区株式会社ベルテック　大阪ＣＲＭセンター派 13-010727

東京都新宿区株式会社ベルテック

東京都台東区株式会社一京派 13-030057

東京都港区コムシステクノ株式会社派 13-050034

大阪府高槻市株式会社大崎　大阪支店派 13-050095

福島県伊達市株式会社大崎　福島支店

島根県出雲市株式会社大崎　西日本支店

東京都品川区株式会社大崎

長野県東御市株式会社大崎　長野営業所

東京都豊島区養老乃瀧株式会社派 13-050097

東京都江東区アチーブメント株式会社派 13-050098

東京都新宿区株式会社ドム派 13-080323

東京都江東区名鉄ゴールデン航空株式会社派 13-300671

東京都渋谷区株式会社ロッドスタッフ　代々木営業所派 13-300672

東京都千代田区株式会社ロッドスタッフ

東京都大田区株式会社シーアンドティー派 13-300674

東京都品川区株式会社スマック派 13-300680

東京都中央区株式会社馬渕商事派 13-300681

東京都港区株式会社ランドコンピュータ派 13-300683

大阪府大阪市中央区株式会社ランドコンピュータ　関西事業所

東京都新宿区ＡＰアウトソーシング株式会社派 13-300684

東京都多摩市株式会社キャリア・マム派 13-300689

東京都台東区ＣＲＥＳＳ　ＴＥＣＨ株式会社派 13-300691

東京都港区株式会社バリューソフトウエア派 13-300702

東京都千代田区株式会社システムサイエンス研究所派 13-300705

東京都武蔵野市株式会社シルバーライフ　本店派 13-300706

東京都千代田区東京ビル整美株式会社派 13-300707

東京都品川区株式会社カノン派 13-300709

東京都新宿区新日本技術株式会社派 13-300710

東京都立川市株式会社アルチザネットワークス　派 13-304665

東京都千代田区オークラエンジニアリング株式会社派 13-304671

東京都千代田区エールビジネスコンサルティング株式会社派 13-304672

長野県長野市株式会社パソナ　パソナ・長野派 13-304674

千葉県柏市株式会社パソナ　パソナ・柏

神奈川県海老名市株式会社パソナ　パソナ・海老名

千葉県木更津市株式会社パソナ　パソナ・木更津

茨城県鹿嶋市株式会社パソナ　パソナ・鹿島

沖縄県那覇市株式会社パソナ　パソナ・那覇

京都府京都市中京区株式会社パソナ　パソナ・京都

熊本県熊本市中央区株式会社パソナ　パソナ・熊本

滋賀県草津市株式会社パソナ　パソナ・滋賀

長崎県長崎市株式会社パソナ　パソナ・長崎

宮崎県宮崎市株式会社パソナ　パソナ・宮崎

大分県大分市株式会社パソナ　パソナ・大分

兵庫県姫路市株式会社パソナ　パソナ・姫路

徳島県徳島市株式会社パソナ　パソナ・徳島

千葉県船橋市株式会社パソナ　パソナ・船橋

兵庫県西宮市株式会社パソナ　Ｒｅ：ｗｏｒｋにしのみや（西宮市委託事業）

福岡県北九州市小倉北区株式会社パソナ　パソナ・北九州

奈良県奈良市株式会社パソナ　パソナ・奈良

岡山県岡山市北区株式会社パソナ　パソナ・岡山

茨城県水戸市株式会社パソナ　パソナ・水戸

東京都千代田区株式会社パソナ　パソナ・大手町

兵庫県淡路市株式会社パソナ　ＰＡＳＯＮＡ　ＷＯＲＫＡＴＩＯＮ　ＨＵＢ　志筑

東京都千代田区株式会社パソナ　本社

大阪府大阪市中央区株式会社パソナ　パソナ・難波

東京都立川市株式会社パソナ　パソナ・立川

千葉県成田市株式会社パソナ　パソナ・成田

広島県福山市株式会社パソナ　パソナ・福山

福井県越前市株式会社パソナ　パソナ・福井

大阪府大阪市北区株式会社パソナ　パソナ・大阪

大阪府大阪市中央区株式会社パソナ　パソナ・心斎橋

千葉県千葉市中央区株式会社パソナ　パソナ・千葉

三重県四日市市株式会社パソナ　パソナ・四日市

山梨県甲府市株式会社パソナ　パソナ・甲府

岐阜県岐阜市株式会社パソナ　パソナ・岐阜
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島根県出雲市株式会社パソナ　パソナ・出雲派 13-304674

岡山県倉敷市株式会社パソナ　パソナ・倉敷

長野県松本市株式会社パソナ　パソナ・松本

愛知県豊田市株式会社パソナ　パソナ・豊田

静岡県沼津市株式会社パソナ　パソナ・沼津

静岡県浜松市中区株式会社パソナ　パソナ・浜松

静岡県静岡市駿河区株式会社パソナ　パソナ・静岡

石川県金沢市株式会社パソナ　パソナ・金沢

新潟県新潟市中央区株式会社パソナ　パソナ・新潟

愛知県名古屋市中区株式会社パソナ　パソナ・名古屋

神奈川県横浜市神奈川区株式会社パソナ　パソナ・横浜

大阪府大阪市中央区株式会社パソナ　パソナ・淀屋橋

千葉県千葉市美浜区株式会社パソナ　パソナ・幕張

埼玉県さいたま市大宮区株式会社パソナ　パソナ・さいたま

群馬県高崎市株式会社パソナ　パソナ・高崎

茨城県つくば市株式会社パソナ　パソナ・つくば

福島県郡山市株式会社パソナ　パソナ・郡山

宮城県仙台市青葉区株式会社パソナ　パソナ・仙台

北海道札幌市中央区株式会社パソナ　パソナ・札幌

福岡県福岡市中央区株式会社パソナ　パソナ・福岡

富山県富山市株式会社パソナ　パソナ・富山

東京都港区株式会社パソナ　パソナ本部

埼玉県川越市株式会社パソナ　パソナ・川越

栃木県宇都宮市株式会社パソナ　パソナ・宇都宮

茨城県日立市株式会社パソナ　パソナ・日立

福島県福島市株式会社パソナ　パソナ・福島

愛知県名古屋市中村区株式会社パソナ　パソナ・名駅

鹿児島県鹿児島市株式会社パソナ　パソナ・鹿児島

兵庫県神戸市中央区株式会社パソナ　パソナ・神戸

山口県山口市株式会社パソナ　パソナ・山口

高知県高知市株式会社パソナ　パソナ・高知

愛媛県松山市株式会社パソナ　パソナ・松山

香川県高松市株式会社パソナ　パソナ・高松

島根県松江市株式会社パソナ　パソナ・松江

広島県広島市中区株式会社パソナ　パソナ・広島

和歌山県和歌山市株式会社パソナ　パソナ・和歌山

岩手県盛岡市株式会社パソナ　パソナ・盛岡

東京都港区株式会社ボールド派 13-304681

大阪府大阪市北区株式会社ボールド　大阪支社

東京都港区株式会社ＥＣＨ派 13-305859

東京都新宿区株式会社アルコブレーン　新宿事務所派 13-305873

東京都八王子市京西スタッフサービス株式会社派 13-305875

東京都千代田区株式会社川口ＩＴコンサルティング派 13-305876

東京都中央区インタープリズム株式会社派 13-305877

東京都文京区東京情報システム株式会社派 13-305880

東京都中央区日本清華同方ソフトウェア株式会社派 13-305882

東京都豊島区株式会社テクノ情報システム派 13-305883

北海道札幌市中央区株式会社フェローズ　札幌支店派 13-305884

福岡県福岡市博多区株式会社フェローズ　福岡支店

宮城県仙台市青葉区株式会社フェローズ　仙台支店

東京都新宿区株式会社フェローズ

大阪府大阪市中央区株式会社フェローズ　大阪支店

東京都港区株式会社日企派 13-305887

東京都港区株式会社オオタ建設派 13-305888

東京都江東区ＳＧＨグローバル・ジャパン株式会社本社派 13-305889

東京都港区株式会社インフォテクト派 13-305890

大阪府大阪市中央区ＡＭＵＳＥ株式会社大阪支店派 13-305892

沖縄県那覇市ＡＭＵＳＥ株式会社沖縄支店

東京都港区ＡＭＵＳＥ株式会社

福岡県福岡市中央区ＡＭＵＳＥ株式会社 福岡オフィス

東京都新宿区株式会社ＵＦジャパン派 13-305893

東京都新宿区株式会社スタイル・フリー派 13-305895

愛知県名古屋市中村区株式会社スタイル・フリー　名古屋支店

大阪府大阪市北区株式会社スタイル・フリー　大阪支店

福岡県福岡市博多区株式会社スタイル・フリー　福岡支店

東京都昭島市インフロント株式会社派 13-305896
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東京都世田谷区株式会社ワールド・スタッフ派 13-305898

東京都江戸川区有限会社小林工業所派 13-305899

東京都国分寺市株式会社ティーフォー派 13-305900

東京都世田谷区株式会社ＲＯＪ派 13-314571

神奈川県横浜市中区キーストーンシステム株式会社横浜支店派 13-314622

東京都港区株式会社ＣＡＩＣＡテクノロジーズ派 13-314626

東京都江東区株式会社バイコム　本社派 13-314627

東京都江戸川区株式会社崎陽設計派 13-314628

東京都千代田区日希株式会社派 13-314629

東京都千代田区株式会社ＧＲＥＡＴ　ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ派 13-314631

東京都千代田区エクセト株式会社派 13-314632

東京都新宿区ＴＳエンジニアリング株式会社派 13-314633

東京都豊島区ＹＯＫＯプランニング派 13-314634

東京都江東区株式会社Ｒｏａｄ派 13-314635

東京都千代田区サンキサービス株式会社派 13-314639

東京都台東区株式会社クリーンソフト派 13-314640

東京都中央区株式会社テラスカイ派 13-314641

東京都中央区合同会社ｂｉｏｓ派 13-314642

東京都中央区日本慧友ソフト株式会社派 13-314643

東京都西東京市ユアブライト株式会社派 13-314644

東京都港区株式会社ピーブイピー派 13-314645

東京都江東区株式会社シーピーエス派 13-314648

長崎県長崎市反田商事株式会社長崎営業部派 13-314649

東京都台東区ＭＩＲＡＩＲＩＳ株式会社派 13-314650

東京都東大和市井上設備工業株式会社派 13-314651

東京都八王子市株式会社モーデック派 13-314656

東京都中央区株式会社アンスール派 13-314658

東京都港区ビー・ピー・ネット有限会社派 13-314659

東京都品川区Ｄｉｇｏｎ株式会社派 13-314660

東京都品川区株式会社こだわり派 13-314661

東京都文京区ＴＣＳＣ株式会社派 13-314662

東京都台東区株式会社エイチケイ派 13-314666

東京都千代田区株式会社ポジティーボ派 13-314670

東京都港区株式会社アクトプロブレインズ派 13-314672

東京都新宿区株式会社Ｓｏｆｔ　Ｐｌａｎ派 13-314674

東京都港区株式会社パシフィックネット派 13-314675

東京都新宿区株式会社アイフリークスマイルズ　派 13-314676

東京都港区株式会社アイティオール派 13-314677

東京都練馬区株式会社泰秀派 13-314678

東京都西東京市株式会社ビーテック派 13-314679

東京都中央区株式会社サンクプローブ派 13-314680

東京都新宿区東京水道株式会社派 13-314681

東京都新宿区ウィクレイノベーション株式会社派 13-314683

東京都新宿区Ｇｌｏｓｓｏｍ株式会社派 13-314684

東京都渋谷区株式会社カナミックネットワーク派 13-314685

大阪府大阪市淀川区株式会社カナミックネットワーク　大阪営業所

福岡県福岡市博多区株式会社カナミックネットワーク　福岡営業所

東京都渋谷区株式会社アーシャルデザイン派 13-314686

東京都新宿区株式会社ＶＴＩジャパン派 13-314687

東京都台東区有限会社水風社派 13-314690

東京都渋谷区ＡＬＪＯＹ株式会社派 13-314691

東京都渋谷区株式会社パートナーバンク２１派 13-314692

北海道札幌市北区株式会社ローソン　北海道カンパニー派 13-314693

宮城県仙台市青葉区株式会社ローソン　東北エリアオフィス

愛知県名古屋市中区株式会社ローソン　中部エリアオフィス

大阪府吹田市株式会社ローソン　近畿カンパニー

岡山県岡山市北区株式会社ローソン　中四国エリアオフィス

福岡県福岡市博多区株式会社ローソン　九州エリアオフィス

東京都港区株式会社ローソン　北関東エリアオフィス

東京都墨田区株式会社エクスプレス・ネクスト　本社派 13-314695

東京都杉並区株式会社カツマタロジスティックス派 13-314696

東京都渋谷区株式会社バギーバランス派 13-314697

東京都豊島区株式会社Ｕｔｉｌｉｔｙ　Ｈｏｕｓｅ派 13-314698

東京都世田谷区有限会社スポーツゲイト派 13-314699

東京都渋谷区株式会社ジーンステイト派 13-314700

東京都大田区株式会社エリメントＨＲＣ派 13-314702
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東京都文京区株式会社曾我派 13-314704

東京都千代田区Ｈｉｒｅ　Ｐｕｎｄｉｔ　Ｊａｐａｎ株式会社派 13-314958

東京都大田区有限会社プロシード　大井営業所派 13-315809

神奈川県平塚市株式会社綜合サービス派 14-300178

神奈川県横浜市神奈川区株式会社ソフトジェネシス派 14-300182

神奈川県川崎市麻生区アイシス株式会社派 14-301098

神奈川県横浜市鶴見区株式会社ケイエムケイ派 14-301099

神奈川県川崎市多摩区苓北設備工業株式会社派 14-303078

神奈川県鎌倉市株式会社イーベース・ソリューションズ　鎌倉オフィス派 14-303080

神奈川県横浜市鶴見区株式会社ＪＢＸグループ派 14-303082

神奈川県川崎市川崎区ＡＴＬＩＫＥ株式会社派 14-303083

新潟県新潟市中央区株式会社エスアイワークス事業部派 15-300466

新潟県新潟市南区ジャス株式会社派 15-300469

新潟県上越市株式会社パワーライズ派 15-300470

富山県富山市株式会社ホクタテ派 16-300108

富山県高岡市株式会社高畠派 16-300266

山梨県南都留郡鳴沢村株式会社河口湖梱包流通派 19-300022

山梨県中巨摩郡昭和町有限会社シフト派 19-300026

山梨県甲府市株式会社フリート派 19-300027

長野県駒ヶ根市株式会社ルートプロ派 20-060002

長野県上田市株式会社開道派 20-300221

岐阜県羽島郡岐南町株式会社安全警備ライブリー派 21-300048

岐阜県岐阜市株式会社TERAビジネスサポート派 21-300108

岐阜県各務原市株式会社アイフォース派 21-300253

岐阜県可児市株式会社コンフィデンス派 21-300508

静岡県沼津市スルガスタッフサービス株式会社派 22-030020

静岡県浜松市南区株式会社アドバンス　浜松営業所派 22-300084

静岡県磐田市株式会社アドバンス

静岡県御殿場市有限会社高村商工　川島田営業所派 22-300474

静岡県浜松市南区株式会社ひだまりサービス派 22-300554

静岡県藤枝市株式会社Ｅｓｂｌａｓｔ派 22-301209

静岡県焼津市幸和運輸株式会社派 22-301210

愛知県名古屋市中村区アトム技研株式会社派 23-020253

愛知県名古屋市西区株式会社シスムエンジニアリング派 23-020255

愛知県豊田市トヨタすまいるライフ株式会社ヒューマンセンター派 23-090002

愛知県みよし市協豊ファクトリーサービス株式会社派 23-090010

愛知県豊橋市株式会社藤城運輸　豊橋営業所派 23-300241

愛知県豊田市株式会社タイホウライフサービス派 23-300243

愛知県名古屋市中川区株式会社ＫＯＵＳＨＩＮ派 23-300248

愛知県名古屋市南区株式会社クロヒジ派 23-300249

愛知県西尾市株式会社ホーエー派 23-300252

愛知県豊田市有限会社ブリッジスタッフサービス派 23-300256

愛知県名古屋市中区株式会社エービーシー・ジャパン派 23-300259

愛知県名古屋市守山区中京通運株式会社守山支店派 23-301256

愛知県長久手市株式会社Ｅテック派 23-301258

愛知県知立市岡設計株式会社派 23-301466

愛知県名古屋市西区ドリームスデザイン株式会社派 23-301468

愛知県知立市株式会社オオヤ派 23-301470

北海道苫小牧市株式会社ＰＥＯ　北海道支店派 23-301471

愛知県知立市株式会社ＰＥＯ　刈谷第3支店

群馬県太田市株式会社ＰＥＯ　北関東支店

愛知県刈谷市株式会社ＰＥＯ　刈谷第2支店

福岡県北九州市小倉北区株式会社ＰＥＯ　九州支店

愛知県刈谷市株式会社ＰＥＯ　刈谷第1支店

滋賀県近江八幡市株式会社ＰＥＯ　関西支店

神奈川県横浜市西区株式会社ＰＥＯ　関東支店

愛知県名古屋市中村区株式会社ＰＥＯ　中部支店

宮城県仙台市宮城野区株式会社ＰＥＯ　東北支店

愛知県豊橋市株式会社アドバンティア派 23-301472

愛知県安城市株式会社アドバンティア　安城営業所

愛知県名古屋市名東区株式会社学参派 23-301473

愛知県名古屋市港区株式会社テージー派 23-303630

愛知県名古屋市中区株式会社Ｎ．Ｅ派 23-303631

愛知県名古屋市南区有限会社エムテック派 23-303632

愛知県名古屋市中川区株式会社Ｈｉ－Ｗ派 23-303633

愛知県名古屋市中村区株式会社アルバクルー派 23-303634
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千葉県千葉市中央区株式会社アルバクルー　千葉支店派 23-303634

愛知県名古屋市北区株式会社グラジスト派 23-303635

愛知県一宮市株式会社リクテック派 23-303636

愛知県名古屋市中区株式会社徳ヒロ派 23-303637

愛知県知立市優信株式会社派 23-303638

愛知県名古屋市中村区ＵＫエンジニアズ株式会社派 23-303639

三重県四日市市三岐通運株式会社派 24-300049

三重県鈴鹿市コーエイ化工株式会社派 24-300314

滋賀県東近江市株式会社トータルサポートサービス派 25-300046

滋賀県長浜市株式会社レスコ派 25-300047

富山県魚津市高槻電器工業株式会社富山工場派 26-300054

福井県三方上中郡若狭町高槻電器工業株式会社三方工場

京都府久世郡久御山町高槻電器工業株式会社

鹿児島県南さつま市高槻電器工業株式会社金峰工場

鹿児島県南九州市高槻電器工業株式会社知覧工場

京都府与謝郡与謝野町株式会社Ｎ・Ｓ・Ｋ派 26-300057

京都府京都市右京区株式会社Ｓｏｆｔ・Ｓｑｕａｒｅ派 26-300321

滋賀県草津市株式会社松栄サービス　滋賀営業所派 26-300368

京都府京都市下京区セブン・ルーツ株式会社派 26-300369

大阪府大阪市北区セブン・ルーツ株式会社関西支店

京都府京都市南区株式会社ハーデック　吉祥院事業所派 26-300700

東京都港区株式会社阪急トラベルサポート　東京支店派 27-020058

沖縄県那覇市株式会社阪急トラベルサポート　沖縄支店

愛知県名古屋市中村区株式会社阪急トラベルサポート　名古屋支店

北海道札幌市中央区株式会社阪急トラベルサポート　札幌支店

大阪府大阪市北区株式会社阪急トラベルサポート　大阪支店

福岡県福岡市中央区株式会社阪急トラベルサポート　福岡支店

大阪府大阪市北区株式会社フロンティアコーポレーション派 27-030096

大阪府大阪市港区アサミテクノ株式会社派 27-030189

大阪府大阪市天王寺区株式会社Ｋサポート　大阪営業所派 27-040028

奈良県奈良市株式会社Ｋサポート　奈良営業所

大阪府高槻市株式会社ハマックス派 27-150011

大阪府大阪市北区株式会社関西東通派 27-300267

大阪府大阪市中央区株式会社アイエヌジー派 27-300272

大阪府枚方市株式会社クレセント派 27-300273

大阪府吹田市タイムテック株式会社派 27-301717

東京都千代田区株式会社アメニティ　東京支店派 27-301718

大阪府大阪市北区株式会社ジョージハウス・ジャパン派 27-302083

大阪府大阪市北区Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社派 27-302084

東京都豊島区Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社東京支社

福岡県福岡市中央区Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社天神支社

大阪府堺市中区株式会社コーヨー　派 27-302087

大阪府大阪市平野区タイホー通信工業株式会社派 27-304555

大阪府大阪市城東区トラストリング株式会社派 27-304556

大阪府大阪市北区株式会社Ｊｕｓｔ．Ａｓｓｉｓｔ派 27-304557

大阪府大阪市中央区セキュリナ・セキュリティー・サービス株式会社本社派 27-304560

大阪府大阪市北区Ｎｅｖｅｒ　Ｖａｌｕｅ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社派 27-304562

大阪府大阪市淀川区人材開発事業部　ＫＩＭＥＴＡ派 27-304564

大阪府大阪市中央区株式会社キャリアプロ派 27-304565

大阪府堺市堺区株式会社アジャスト派 27-304566

大阪府大阪市中央区Ｂｉｇ　Ｇｌｏｂａｌ　ＨＲ株式会社派 27-304569

兵庫県姫路市株式会社アクティブプランニング派 28-050023

兵庫県神戸市中央区株式会社シンキ派 28-300101

兵庫県姫路市株式会社ダイバン派 28-300106

兵庫県明石市東陽工運株式会社派 28-300109

兵庫県宝塚市ビープランニング有限会社派 28-300111

兵庫県尼崎市株式会社オーヴァル派 28-300655

兵庫県神戸市北区サイエンスマイクロ株式会社派 28-301853

兵庫県神戸市中央区株式会社ネクサス派 28-301854

兵庫県尼崎市株式会社誠和管財派 28-301857

兵庫県姫路市株式会社SBC　SBC姫路日本語学院　南条事務所派 28-301859

兵庫県加古郡播磨町株式会社藤本組派 28-301860

兵庫県神戸市東灘区株式会社東伸商會派 28-301861

岡山県岡山市北区株式会社リスコ派 33-300044

岡山県岡山市北区ファイン株式会社派 33-300047

広島県福山市テラルホールディングス株式会社派 34-300916
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広島県広島市南区株式会社グローウェル派 34-300917

広島県福山市株式会社伸友　本社派 34-300918

香川県高松市株式会社タダノビジネスサポート　高松事業所派 37-300014

香川県高松市四国高速バス株式会社派 37-300087

愛媛県大洲市有限会社人事堂派 38-300021

福岡県糟屋郡宇美町昭和トータルサービス株式会社派 40-010165

福岡県北九州市小倉北区株式会社進州電気派 40-300772

福岡県北九州市小倉南区丸栄化工株式会社派 40-301689

東京都中央区株式会社デルタエンタープライズ　東京オフィス派 40-301690

福岡県福岡市博多区株式会社ＪＡＬカーゴサービス九州派 40-301691

福岡県福岡市博多区株式会社フロムエイトソリューション　本社派 40-301692

広島県広島市西区株式会社ホームラン派 42-300331

長崎県東彼杵郡東彼杵町アグリドリーム株式会社派 42-300332

熊本県熊本市中央区株式会社テクノクリエイティブ派 43-010037

東京都渋谷区株式会社テクノクリエイティブ　東京支社

大阪府大阪市中央区株式会社テクノクリエイティブ　大阪支社

愛知県名古屋市中村区株式会社テクノクリエイティブ　名古屋支社

福岡県福岡市博多区株式会社テクノクリエイティブ　福岡支社

熊本県熊本市中央区株式会社野田市電子　人材ソリューション事業部派 43-300036

大分県別府市株式会社ワークス大分派 44-300138

鹿児島県鹿児島市株式会社ビルメン鹿児島派 46-300011

沖縄県那覇市株式会社ユース派 47-300342
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