別紙１

職業紹介事業者一覧【受理番号順】
【群馬労働局】
受理番号

許可番号

事業所名

所在地

ＨＰアドレス

主な取扱職種

10-職-1

13-ユ-080317 リス㈱

東京都新宿区西新宿2-4-1 25F

http://www.shigotonavi.co.jp

10-職-3

13-ﾕ-304636 ㈱アイデム

東京都新宿区新宿1-4-10 6F

http://smartagent.jp/

10-職-4

13-ﾕ-150039 戦力エージェント(株)

東京都新宿区新宿1-4-11 御苑1丁目ビル

http://www.jin-kai.co.jp/

製造業 他

10-職-6

18-ﾕ-020003 サンスイ機工(株)

福井県越前市千福町68番地の5

http://www.sansui-group.com

自動車部品製造 他

10-職-7

14-ﾕ-150026 日総工産(株)

神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1

http://www.nisso.co.jp

製造業中心

10-職-10

13-ﾕ-010386 アデコ(株)

東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル

http://www.adecco.co.jp/

事務、管理系、企画系、営業、
ＩＴ・エンジニア、接客・販売、コールセン
ター、研究・開発 等

10-職-12

13-ﾕ-040347 (株)メディカル・プラネット

東京都港区港南2-14-14 品川インターシティフロント 7階

http://corp.medicalplanet.co.jp

介護職、看護師、医師 等

10-職-13

14-ﾕ-010103 (株)ツクイ

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィ
スタワー16階

http://www.tsukui-staff.net

10-職-15

13-ﾕ-010554 ランスタッド(株)

群馬県高崎市下之城町179-6 サンハピネスビル１Ｆ

http://www.randstad.co.jp

10-職-20

14-ﾕ-010068 マンパワーグループ(株)

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ36
http://www.manpowergroup.jp/
階

10-職-24

23-ﾕ-300970 ディーピーティー(株)

愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号 ｾﾝﾄﾗｲｽﾞ栄8F

10-職-28

23-ﾕ-301086 Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ(株)

愛知県名古屋市中区新栄1丁目7番7号 RTｾﾝﾀｰｽﾃｰｼﾞﾋﾞﾙ4F http://www.man-to-man-g.com

10-職-30

13-ﾕ-010325 (株)フルキャスト

東京都品川区西五反田8-9-5 ポーラ第3五反田ビル

http://www.fullcast.co.jp/fullcast/

倉庫内業務、搬入出業務、工場内業務、
検品業務、引越・移転業務、清掃業務、
販売、一般事務 等

10-職-32

13-ﾕ-305209 ＷＤＢ(株)

東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビルディング２Ｆ

http://www.wdb.com

研究開発職、品質管理、理系専門職、技
術職 等

10-職-34

13-ﾕ-080459 (株)セントメディア

東京都新宿区新宿3丁目1番24号 京王新宿3丁目ﾋﾞﾙ3F

http://www.saintmedia.co.jp/

医療福祉関係中心

10-職-35

13-ﾕ-010948 (株)キャリアブレイン

東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル

http://www.cabrain.net/

薬剤師、看護師、介護職、
リハビリ職などの医療・介護
従事者

10-職-37

10-ﾑ-010004

社会福祉法人 群馬県社会福祉協 群馬県前橋市新前橋町13番地の12群馬県社会福祉総合ｾﾝ
議会
ﾀｰ6階

http://www.fukushi-work.jp/

福祉･介護関係

10-職-38

10-ﾑ-020001

社会福祉法人高崎市社会福祉協議
群馬県高崎市末広町115-1 高崎総合福祉ｾﾝﾀｰ内
会福祉人材無料職業紹介所

http://www.fukushi-work.jp/

福祉･介護関係

http://www.dpt-inc.co.jp/

営業、技術、メディカル系 他
営業、メーカー、管理部門、ＩＴ業界 等

介護福祉士、ホームヘルパー、
ケアマネジャー、看護師、
ＰＴ、ＯＴ 等
管理部門、営業・マーケティング、
事務、接客・サービス、ＩＴ・通信、
製造・エンジニア 他
事務系、販売系、営業系、作業系
製造業 等
製造業務(ものづくりに係わる業務)
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主な取扱職種
保育士、栄養士、看護師、臨床検査技
師、臨床工学技士、ホームヘルパー2級
等

10-職-39

13-ﾕ-304124 (株)モード・プランニング・ジャパン

東京都中央区銀座6丁目6番5号 新日本実業銀座6丁目ビル http://www.kirara-support.com

10-職-43

40-ﾕ-300024 (株)ワールドインテック

福岡県北九州市小倉北区馬借1-3-9 ｸｴｽﾄ第2ﾋﾞﾙ4F

http://www.witc.co.jp

10-職-47

13-ﾕ-010249 (株)リクルートスタッフィング

東京都中央区銀座8-4-17 ﾘｸﾙｰﾄGINZA8ﾋﾞﾙ10階

http://www.r-staffing.co.jp/sol/op10/sd01/ 事務、営業、販売、他

10-職-49

13-ﾕ-304785 (株)インテリジェンス

東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ27F・28F

http://www.inte.co.jp/

一般事務、経理・人事・法務等管理部門
専門、各種エンジニア・クリエイター等専
門

10-職-52

社会福祉婦人太田市社会福祉協議
10-ﾑ-300005 会高齢者・福祉人材無料職業紹介 群馬県太田市飯塚町1549
所

http://otashakyo.jp/

福祉･介護関係

10-職-53

13-ﾕ-060049 日研総業(株)

東京都大田区西蒲田7-23-3 日研第一ﾋﾞﾙ

http://www.nikken-sogyo.co.jp/

自動車、半導体、電気、機械、食品、住宅等
の業種で製造オペレーター、設計開発、検
査、組立、事務、営業、施工管理 等

10-職-55

13-ﾕ-304437 エムスリーキャリア(株)

東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー21F

http://www.m3career.com/

薬剤師

10-職-57

10-ﾕ-300003 (株)アスカ

群馬県高崎市問屋町2-7-8 商工会議所会館4F

http://www.hoikujyouhou.com

保育士、幼稚園教諭、調理師 他

10-職-59

13-ﾕ-010593 (株)グレイス

東京都千代田区麹町5-4 セタニビル

http://www.grace-e.co.jp/

環境化学技術者、環境アセスメント、
生態系、環境保護、再生可能エネルギー、廃棄物、食
品、農業、環境・ＣＳＲ経営など「環境にかかわる職種」

10-職-61

13-ﾕ-080554 (株)マイナビ

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル6F

http://mynavi-agent.jp/

看護師、准看護師、保健師、
助産師、薬剤師、作業療法士、理学療法
士、医師、保育士 等

10-職-62

09-ﾕ-010027 (株)スマイルスタッフ

栃木県宇都宮市元今泉6-4-3

http://www.smilestaff.co.jp/

製造、事務、専門職 他

10-職-64

17-ﾕ-010047 (株)キャリアシステム

大阪府大阪市北区小松原2-4 大阪富国生命ビル

http://www.career-system.net

設計・施工管理、ビル設備管理

10-職-66

10-ﾕ-300129 (株)ＣＳテクノ

群馬県前橋市古市町210-3

http://www.cs-techno.co.jp/

ＩＴエンジニア、設計・ＣＡＤ、ネットワーク
関係 他

10-職-68

10-ﾕ-300128 (株)セントラルメディカルスタッフ

群馬県前橋市古市町210-3

http://www.cs-medical.co.jp/

看護、介護、医療専門職 他

10-職-70

10-ﾕ-010012 (株)セントラルサービス

群馬県前橋市古市町210-3

http://www.central-s.co.jp

製造、事務、販売、他

10-職-72

27-ﾕ-300919 アドバンテック(株)

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番36号

http://www.advan-t.com

研究職・エンジニアの専門的・技術的職
業、事務的職業 等

10-職-78

13-ﾕ-303788 ディップ(株)

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-34-7 ＮＥＸ新宿ビル10Ｆ

http://iryo-de-hatarako.net/

看護師

10-職-79

13-ﾕ-306160 (株)ネクストビート

東京都品川区西五反田1-18-9 五反田ＮＴビル7階

http://www.hoikushibank.com/

保育士、幼稚園教諭、看護師

製造、技術、研究、販売 他
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10-職-80

04-ﾕ-010049 東洋ワーク(株)

宮城県仙台市青葉区国分町1丁目7-18 白峰広瀬通ﾋﾞﾙ5F

http://www.toyowork.co.jp/

管理部門・企画系、ＩＴ・通信、製造系、金
融・コンサルティング、不動産・建設、電
気・電子・機械、流通

10-職-83

13-ﾕ-190019 (株)エス・エム・エス

東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園ﾀﾜｰ20F

http://www.bm-sms.co.jp/

看護師、ケアマネージャー、ＰＴ／ＯＴ／
ＳＴ、栄養士、介護職員、ホームヘルパー

10-職-85

40-ﾕ-300315 (株)スリーサイズ

福岡県福岡市博多区川端町2-1 博多座・西銀ﾋﾞﾙ9F

http://work-4.com/

医療、介護、治療業

10-職-86

27-ユ-300349 (株)ＴＳ工建

大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3ＮＭプラザ御堂筋11Ｆ

http://iryouworker.com

看護、介護、医療専門職 他

10-職-87

27-ユ-301483 (株)ジェット

沖縄県那覇市具志1丁目1番地11号 新建宅ビル高良301号室

http://www.jet.okinawa/

ＩＴエンジニア、建設等専門・技術職、運
送、警備、営業

10-職-88

27-ユ-020100 (株)クイック

大阪府大阪市北区小松原町2-4 大阪富国生命ビル16F

http://kango.919.co.jp/

看護・助産・保健師、介護等

10-職-91

13-ユ-010103 (株)大榮サービスクリエーター

東京都千代田区内神田1-2-15山茂登ビル２階

http://www.e-dsc.co.jp/

配膳、保育士、幼稚園教諭、医療業界、Ｉ
Ｔ業界、通信業界事務・営業・販売

10-職-92

13-ユ-301773 (株)アイ・キュー

東京都港区赤坂4-1-30 AKABISHI-2ビル

http://www.jinzai-bank.net

ＩＴエンジニア、機械エンジニア、経理、人
事、営業

10-職-94

10-ユ-300088 （株）ジーファインスタッフ

群馬県桐生市錦町2丁目13－４関口ビル１Ｆ

http://www.g-finestaff.com

看護、介護、医療福祉

10-職-95

13-ユ-304852 （株）クロスリンク

東京都新宿区新宿2-15-22 S2ビル5階

http://caresapo.com/

専門技術的職業、サービス業

10-職-97

27-ユ-301268 （株）関西メディカルファーマシー

大阪府大阪市東成区本5－27－28

https://nurse-happiness.net/

薬剤師、医師、獣医師、歯科医師、看護
師医療技術者、その他保健医療の職業

10-職-98

13-ユ-306951 （株）Life Lab

東京都六本木2-2-8KDX六本木228ビル4F

https://www.life-lab.co.jp/

農業、林業、漁業

10-職-99

10-ユ-300037 (株)ミツバアビリティ

群馬県桐生市巴町2丁目1890-18

www.abi.co.jp

事務、翻訳、通訳、ＣＡＤ/CATIAオペ、金
型設計、機械設計、部品組立、梱包、出
荷

10-職-103

13-ユ-304746 アポプラスステーション(株)

東京都中央区日本橋2-14-1フロントプレイス日本橋

http://www.medical-job.jp/

登録販売者、看護師、保健師、薬剤師、
医療系資格者

10-職-105

11-ユ-030059 アシマ(株)

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町2丁目3番地1

http://www.e-asima.com/

ＩＴエンジニア等専門的・技術的職業、事
務的職業、営業

10-職-107

13-ユ-303239 アイビーシー(株)

東京都港区白金台1-5-12

http://www.p-ibc.co.jp

パチンコ業界経験者

10-職-109

10-ユ-300197 ＭＹＫ ＳＨＯＷＡ(株)

群馬県太田市飯塚町1621大沢建設第6ビル1F

http://www.showa-workwaku.co.jp

製造、物流、サービス、介護等

10-職-110

14-ユ-300132 (株)東洋システムサイエンス

神奈川県横浜市西区高島2-10-13横浜東口ビル

http://www.dieti.biz/

管理栄養士、栄養士、調理師
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10-職-112

13-ユ-302120 キャリアロード(株)

東京都港区芝3-3-15芝MONTビル２階

http://www.careerroad.co.jp

物流系軽作業、営業、オフィスワーク、
サービス、エンジニア、添乗員等

10－職ー115

13-ユ-302698 レバレジーズ（株）

東京都渋谷区渋谷2-21-1渋谷ヒカリエ17F

https://kango-oshigoto.jp

看護師、准看護師、助産師、保健師

10－職ー116

14-ユ‐300992 （株）ツクイスタッフ

神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

http://www.tsukui-staff.net/

介護福祉士、ホームヘルパー、
ケアマネジャー、看護師、
ＰＴ、ＯＴ 等

愛知県名古屋市中区栄3丁目3番21号 ｾﾝﾄﾗｲｽﾞ栄8F

http://www.dpt-inc.co.jp/

工場系

10－職ー117 23-ユ-0300970 ディーピーティー(株)
10-職-119

10-ユ-010029 ケービックス㈱

群馬県前橋市問屋町1-3-1

http://kbix.co.jp

事務系、接客販売系、清掃系、製造系
整備系、警備系

10-職-121

13-ユ-307545 ｗｉｔｈ Ｃａｒｅｅｒ㈱

東京都千代田区東神田2-9-8高橋ビル4階

https://j-depo.com/

正看護師、准看護師

10-職-122

26-ユ-0300394 ライセンススクールコーポレーション㈱

京都府京都市下京区烏丸通綾小路下る二帖半敷町646番地ダイマ
ルヤ四条烏丸ビル４B

http://isc-gold.com/kyujin/area/gummma/

10-職-123

23-ユ-0301217 リムリップ㈱

愛知県名古屋市名東区本郷1-43 LiF １F

http://www.rimrip.co.jphttp://kango-tenshoku_jp

10-職-125

13-ユ-0304661 ㈱フェスコム

東京都千代田区神田和泉町1-9-6 浜田ビル４F

https://www.hoikuplus.com/

保育士、幼稚園教諭

10-職-126

13-ユ-307301 レバレジーズキャリア㈱

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ１７F

https://job.kiracare.jp/

介護

10-職-127

14-ユ-300981 C4株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-15 パレアナビル6F

https://sekokan-navi.jp/

建設技術者

10-職-129

10-ユ-300223 有限会社コスモス

群馬県前橋市川曲町1-1

https://aistaff.net/

看護師、理学・作業療法士、介護職、医
療事務、調理師

10-職-131

27-ユ-020166 株式会社ニッソーネット

大阪府大阪市芝田町1丁目4番14号 芝田町ビル

http://kaigobatake.jp/

介護士、看護助手 他

10-職-133

14-ユ-301127 Ｖ-Ｊｏｂ株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目18-16 グレイス新横浜アクシス
http://v-job.co.jp/
902

全職種

