
医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社アシタバ 株式会社アシタバ 01-ユ-300207

アデコ株式会社 アデコ株式会社 札幌⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 旭川オフィス 13-ユ-010386

株式会社エス・エム・エスサポートサービス   株式会社エス・エム・エスサポートサービス 札幌事業所  01-ユ-300356

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 札幌⽀社 13-ユ-010928

キャリアバンク株式会社 キャリアバンク株式会社 01-ユ-010037

有限会社ケアアシスト 有限会社ケアアシスト 01-ユ-010024

社会医療法人三草会 社会医療法人三草会 クラークワークサポートセンター 01-ユ-300443

株式会社しろいし看護師家政婦紹介所 株式会社しろいし看護師家政婦紹介所 01-ユ-230002

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 札幌⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 札幌⽀店 13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 札幌⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 札幌⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 札幌⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー札幌 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 札幌⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 札幌⽀社 13-ユ-080558

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 札幌⽀社 釧路出張所 13-ユ-080558

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 札幌⽀社 苫小牧出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・札幌 13-ユ-010444

株式会社ヒューマンリンクス 株式会社ヒューマンリンクス 01-ユ-300032

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 北海道⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 北海道⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルジョブセンター 株式会社メディカルジョブセンター 01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 札幌⽀店 13-ユ-010743

株式会社リック 株式会社リック 01-ユ-300421

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 札幌⽀店 13-ユ-309623

株式会社ＧＯＯＤ ＲＵＤＤＥＲ 株式会社ＧＯＯＤ ＲＵＤＤＥＲ 01-ユ-300373

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 札幌営業所 13-ユ-312454

株式会社エクスメディカル 株式会社エクスメディカル 北海道⽀店 27-ユ-302174

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 札幌事業所 13-ユ-190019

キャリアバンク株式会社 キャリアバンク株式会社 函館⽀店 01-ユ-010037

キャリアバンク株式会社 キャリアバンク株式会社 旭川⽀店 01-ユ-010037

キャリアバンク株式会社 キャリアバンク株式会社 帯広⽀店 01-ユ-010037

株式会社グロースアソシエーション 株式会社グロースアソシエーション 01-ユ-300312

01北海道



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社さくらコミュニティサービス 株式会社さくらコミュニティサービス 01-ユ-300138

株式会社パレット 株式会社パレット 01-ユ-300614

有限会社東光キャリアメディカル 有限会社東光キャリアメディカル 01-ユ-240017

株式会社ファーストコネクト 株式会社ファーストコネクト 01-ユ-300369

株式会社プロトメディカルケア 株式会社プロトメディカルケア 札幌⽀店 13-ユ-300474

株式会社ベストアーク 株式会社ベストアーク 01-ユ-300420

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 札幌オフィス 14-ユ-010068

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 01-ユ-010052

株式会社Jサポート 株式会社Jサポート 02-ユ-300009

株式会社アソシオ 株式会社アソシオ 02-ユ-300032

有限会社ケアサービス弘前 有限会社ケアサービス弘前 看護婦家政婦紹介所 02-ユ-030001

株式会社パソナ パソナ・⻘森 13-ユ-010444

有限会社間山家政婦紹介所 有限会社間山家政婦紹介所 02-ユ-010001

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・弘前 13-ユ-010444

アデコ株式会社 アデコ株式会社 盛岡⽀社 13-ユ-010386

末永 ちゑ子 Ａｉワークセンター 03-ユ-300049

すぷらうと株式会社 すぷらうと株式会社 03-ユ-300047

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 盛岡⽀店 14-ユ-300992

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 仙台⽀社 盛岡出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・盛岡 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・盛岡北 13-ユ-010444

株式会社コスミック 株式会社コスミック 03-ユ-300020

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 盛岡⽀店 14-ユ-010068

アデコ株式会社 アデコ株式会社 仙台⽀社 13-ユ-010386

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 仙台⽀社 13-ユ-010928

株式会社グロップ 株式会社グロップ 仙台オフィス 33-ユ-010063

有限会社ケアサポートみやぎ 有限会社ケアサポートみやぎ 04-ユ-010003

株式会社人事・教育サービス 街角の就職部 04-ユ-300231

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 仙台⽀店 13-ユ-010547

株式会社セレクティ 株式会社セレクティ 仙台本社 04-ユ-300124

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 仙台⽀店 13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 仙台⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 仙台⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 仙台⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー仙台 43-ユ-010011

01北海道

02⻘森

03岩手

04宮城



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 仙台⽀社 13-ユ-080558

有限会社はさま看護婦・家政婦紹介所 有限会社はさま看護婦・家政婦紹介所 04-ユ-070001

株式会社パソナ パソナ・仙台 13-ユ-010444

株式会社星ケアサービス 株式会社星ケアサービス 04-ユ-010004

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 宮城⽀社 13-ユ-080554

一般社団法人宮城県保育協議会 宮城県保育士・保育所支援センター（保育士人材バンク） 04-ユ-300153

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 東北⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 東北⽀店 13-ユ-010743

山口 剛一 メディカルパーク山口 04-ユ-300197

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 仙台⽀店 13-ユ-309623

株式会社Ｎｏｒｔｈ Ｅａｓｔ 株式会社Ｎｏｒｔｈ Ｅａｓｔ 04-ユ-300224

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 仙台営業所 13-ユ-312454

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 仙台事業所 13-ユ-190019

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 仙台オフィス 14-ユ-010068

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 仙台事業所 01-ユ-010052

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 仙台事業所 13-ユ-303765

アデコ株式会社 アデコ株式会社 秋田オフィス 13-ユ-010386

株式会社ジャパンコミュニティ 株式会社ジャパンコミュニティ 05-ユ-300012

株式会社パソナ パソナ・秋田 13-ユ-010444

有限会社保⼾野看護婦家政婦紹介所 有限会社保⼾野看護婦家政婦紹介所 05-ユ-010002

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 秋田⽀店 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 ライトマネジメント事業本部秋田⽀店 14-ユ-010068

有限会社ケアワーク新庄 有限会社ケアワーク新庄 06-ユ-050001

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 山形⽀店 14-ユ-300992

株式会社パソナ パソナ・山形 13-ユ-010444

株式会社ジンジャーズ 株式会社ジンジャーズ 06-ユ-300057

株式会社セブン・マークス 株式会社セブン・マークス 06-ユ-300023

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・⻑井 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 山形⽀店 14-ユ-010068

株式会社アカデミー 株式会社アカデミー 07-ユ-300132

アデコ株式会社 アデコ株式会社 福島オフィス 13-ユ-010386

エム・ティ・ケイ株式会社 エム・ティ・ケイ株式会社 07-ユ-300174

株式会社グロップ 株式会社グロップ 郡山オフィス 33-ユ-010063

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 仙台⽀社 福島出張所 13-ユ-080558

ニューワーク情報サービス有限会社 ニューワーク情報サービス有限会社 07-ユ-060002

05秋田

06山形

07福島

04宮城



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・郡山⻄ 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・福島 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・郡山 13-ユ-010444

株式会社ビズネット 株式会社ビズネット 07-ユ-300041

萩 智喜子 大槻ケアワーカー 07-ユ-300149

株式会社あいづスタッフ 株式会社あいづスタッフ 07-ユ-300082

アシュランス株式会社 アシュランス株式会社 07-ユ-300245

株式会社コレクトプレイス 株式会社コレクトプレイス 07-ユ-300178

株式会社シンエイリンクス 株式会社シンエイリンクス 07-ユ-300058

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 郡山オフィス 14-ユ-010068

アデコ株式会社 アデコ株式会社 ⽇立オフィス 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 つくば⽀社 13-ユ-010386

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット ⽔⼾⽀社 27-ユ-020166

株式会社パソナ パソナ・日立 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・⽔⼾ 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・つくば 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・鹿島 13-ユ-010444

有限会社日立看護師家政婦紹介所 有限会社日立看護師家政婦紹介所 08-ユ-020007

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 ⽔⼾⽀店 13-ユ-309623

株式会社ワークランドケアメディカル 株式会社ワークランドケアメディカル 08-ユ-300328

株式会社常陽産業研究所 株式会社常陽産業研究所 08-ユ-300282

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・牛久 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 つくば⽀店 14-ユ-010068

アデコ株式会社 アデコ株式会社 小山オフィス 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 宇都宮⽀社 13-ユ-010386

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 宇都宮⽀店 14-ユ-300992

株式会社ティビィシィ・スキヤツト 株式会社ティビィシィ・スキヤツト TBC職業紹介センター 09-ユ-090006

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 宇都宮⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 高崎⽀社 宇都宮出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・宇都宮 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・佐野 13-ユ-010444

植久 惠美子 ウエク家政婦紹介所 09-ユ-300137

株式会社キープキャリエール 株式会社キープキャリエール 09-ユ-010012

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 宇都宮⽀店 14-ユ-010068

10群馬 株式会社アスカ 株式会社アスカ 10-ユ-300003

07福島

08茨城

09栃木



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

アデコ株式会社 アデコ株式会社 高崎⽀社 13-ユ-010386

中央キャリアネット株式会社 中央キャリアネット株式会社 10-ユ-010021

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 高崎⽀店 14-ユ-300992

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 高崎⽀社 27-ユ-020166

株式会社パソナ パソナ・太田 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・高崎 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 群馬⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 上信越⽀社 13-ユ-040295

株式会社クローバー 株式会社クローバー 10-ユ-300275

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 高崎⽀社 13-ユ-080558

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 高崎オフィス 14-ユ-010068

株式会社アスカクリエート 株式会社アスカクリエート 11-ユ-300055

アデコ株式会社 アデコ株式会社 大宮⽀社 13-ユ-010386

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 大宮⽀店 13-ユ-080459

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 川越⽀店 13-ユ-080459

株式会社エタンセル 株式会社エタンセル さいたま⽀店 27-ユ-301275

株式会社キタイエ 株式会社キタイエ 11-ユ-300542

株式会社グロップ 株式会社グロップ 所沢オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース さいたま⽀店 13-ユ-010547

株式会社セカンド 株式会社セカンド 11-ユ-300514

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 大宮⽀店 13-ユ-010591

ソースオブイノベーション株式会社 ソースオブイノベーション株式会社 11-ユ-300464

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ さいたま⽀店 14-ユ-300992

合同会社ドクターズプロ 合同会社ドクターズプロ 11-ユ-300864

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 大宮⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 大宮⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワーさいたま 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット さいたま⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト さいたま⽀社 13-ユ-080558

株式会社日本白十字社 株式会社⽇本白十字社 紹介事業部セントラルメディウェブ 11-ユ-300425

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・所沢 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・熊谷 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・さいたま 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・川越 13-ユ-010444

株式会社マーキュリー 株式会社マーキュリー 北関東⽀店 27-ユ-300336

10群馬

11埼玉



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 埼玉⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 北関東⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 大宮営業所 13-ユ-010743

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 さいたま⽀店 13-ユ-309623

株式会社ＨＡＰ 株式会社ＨＡＰ 11-ユ-300643

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 さいたま営業所 13-ユ-312454

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 大宮事業所 13-ユ-190019

株式会社スペックス 株式会社スペックス 11-ユ-030054

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 大宮オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 川越⽀店 14-ユ-010068

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 埼玉事業所 13-ユ-303765

アデコ株式会社 アデコ株式会社 千葉⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 東京ベイ⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 柏⽀社 13-ユ-010386

株式会社カインズスタッフ 株式会社カインズスタッフ 12-ユ-300082

株式会社グッドパワー 株式会社グッドパワー 成田営業所 12-ユ-300119

株式会社グロップ 株式会社グロップ 船橋オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 柏オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 千葉⽀店 13-ユ-010547

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 千葉⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 柏⽀店 14-ユ-300992

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー千葉 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 千葉⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 船橋⽀社 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・柏 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・幕張 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・木更津 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・千葉中央 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・船橋 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・千葉 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 千葉⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 東関東⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 船橋営業所 13-ユ-010743

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 船橋⽀店 13-ユ-309623

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 千葉事業所 13-ユ-190019

11埼玉

12千葉



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・成田 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・成田東 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 幕張オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 幕張⽀店千葉サービスオフィス 14-ユ-010068

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 千葉事業所 13-ユ-303765

株式会社Ａ・プレースメント 株式会社Ａ・プレースメント 13-ユ-308614

株式会社Ａｅｑｕａｎｉｍｉｔａｓ 株式会社Ａｅｑｕａｎｉｍｉｔａｓ 13-ユ-308296

株式会社CMEコンサルティング 株式会社CMEコンサルティング 13-ユ-305280

株式会社DDO 株式会社DDO 13-ユ-303896

株式会社F2F 株式会社F2F 13-ユ-307049

Kono Yubi株式会社 Kono Yubi株式会社 東京オフィス 14-ユ-301641

MRT株式会社 MRT株式会社 13-ユ-010403

Ｓｉｍｐｌｅ株式会社 Ｓｉｍｐｌｅ株式会社 13-ユ-311091

株式会社アイデム 株式会社アイデム 東⽇本事業本部Jobrass&Smart.Div 13-ユ-304636

株式会社アセアン関東 株式会社アセアン関東 13-ユ-310816

アデコ株式会社 アデコ株式会社 リー・ヘクト・ハリソン事業部 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 首都圏１ 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 首都圏７ 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 Ｓｐｒｉｎｇ事業本部 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 Ｍｏｄｉｓ秋葉原⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 ⻄東京⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 調布オフィス 13-ユ-010386

アポプラスステーション株式会社 アポプラスステーション株式会社 13-ユ-304746

株式会社アルファテック 株式会社アルファテック 東京営業所 13-ユ-307622

インフィック株式会社 インフィック株式会社 ラシクキャリア事業部 渋谷オフィス 22-ユ-300036

株式会社ヴィクトリー 株式会社ヴィクトリー 13-ユ-307819

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 秋葉原⽀店 13-ユ-080459

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 本社 13-ユ-080459

ヴォケイション・コンサルティング株式会社 ヴォケイション・コンサルティング株式会社 13-ユ-306373

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 東京事業所 13-ユ-190019

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 新宿事業所 13-ユ-190019

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 13-ユ-010928

エムスリーキャリア株式会社 エムスリーキャリア株式会社 13-ユ-304437

帶刀 博幸 帶刀総合企画事務所 13-ユ-307040

13東京

12千葉



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社カインズサービス 株式会社カインズサービス 13-ユ-301381

株式会社カインズサービス 株式会社カインズサービス 秋葉原オフィス 13-ユ-301381

株式会社創翔アソシエイツ 株式会社創翔アソシエイツ 13-ユ-306919

株式会社キャリア・ステーション 株式会社キャリア・ステーション 東京⽀店 27-ユ-301660

キャリア・ネットワーク株式会社 キャリア・ネットワーク株式会社 13-ユ-100016

株式会社クイック 株式会社クイック 人材紹介事業本部 営業１部・営業２部 27-ユ-020100

株式会社クイック 株式会社クイック 人材紹介事業本部 営業２部 27-ユ-020100

株式会社グロップ 株式会社グロップ 銀座オフィス 33-ユ-010063

株式会社コダマメディカル 株式会社コダマメディカル 13-ユ-301611

株式会社コンプリートレスポンス 株式会社コンプリートレスポンス 13-ユ-307403

ジーネット株式会社 ジーネット株式会社 13-ユ-306912

株式会社ジャックコンサルタント 株式会社ジャックコンサルタント 13-ユ-305865

株式会社寿五郎 株式会社寿五郎 13-ユ-307660

株式会社ジョブズコンストラクション 株式会社ジョブズコンストラクション 13-ユ-307249

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 13-ユ-010547

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 立川⽀店 13-ユ-010547

株式会社ゼフィロス 株式会社ゼフィロス 13-ユ-307597

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 13-ユ-010591

セントワークス株式会社 セントワークス株式会社 13-ユ-302159

総合メディプロ株式会社 総合メディプロ株式会社 13-ユ-300024

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 東京⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 立川⽀店 14-ユ-300992

テイケイワークス東京株式会社 テイケイワークス東京株式会社 13-ユ-305513

ディップ株式会社  ディップ株式会社 新宿第2オフィス 13-ユ-303788

東京イノン株式会社 東京イノン株式会社 13-ユ-304776

東邦ホールディングス株式会社 東邦ホールディングス株式会社 13-ユ-309765

株式会社ドクター・エージェント 株式会社ドクター・エージェント 東京⽀店 40-ユ-010187

株式会社ドクターズナビゲーター 株式会社ドクターズナビゲーター 13-ユ-305642

株式会社ドクタートラスト 株式会社ドクタートラスト 13-ユ-301176

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 東京⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 東京本部 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー東京 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 東京本社 27-ユ-020166

公益社団法人日本医師会 日本医師会女性医師バンク 13-ユ-301810

株式会社日本教育クリエイト 株式会社日本教育クリエイト 13-ユ-080558

13東京



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

日本抗加齢センター株式会社 日本抗加齢センター株式会社 13-ユ-301246

株式会社日本ドクターズクラブ 株式会社日本ドクターズクラブ 13-ユ-301385

日本メディカルコネクション株式会社 日本メディカルコネクション株式会社 13-ユ-304725

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 新宿セカンドサテライト 13-ユ-070309

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 立川⽀店 13-ユ-070309

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 町田⽀店 13-ユ-070309

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 池袋⽀店 13-ユ-070309

株式会社ネクストビート 株式会社ネクストビート 13-ユ-306160

バートンオフィス株式会社 バートンオフィス株式会社 13-ユ-010407

株式会社パソナ パソナ・立川 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ本部 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・新宿 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・立川中央 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・武蔵小杉 13-ユ-010444

株式会社パソナライフケア 株式会社パソナライフケア 東京本部 13-ユ-305912

半蔵門パートナーズ株式会社 半蔵門パートナーズ株式会社 13-ユ-302833

ヒューマンリソシア株式会社 ヒューマンリソシア株式会社 東京本社 13-ユ-080167

株式会社フューチャー・オポテュ二ティー・リソース 株式会社フューチャー・オポテュ二ティー・リソース 13-ユ-301560

株式会社プロトメディカルケア 株式会社プロトメディカルケア 13-ユ-300474

株式会社ベストパーソン 株式会社ベストパーソン 34-ユ-010093

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 東京⽀店 22-ユ-040007

株式会社マーキュリー 株式会社マーキュリー 東京本社 27-ユ-300336

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 東京（新宿）オフィス 13-ユ-080554

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ ⻄東京⽀社 13-ユ-080554

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 東京（京橋第一）オフィス 13-ユ-080554

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク 町田市介護人材バンク 13-ユ-308219

株式会社メイアイクリエイト 株式会社メイアイクリエイト 13-ユ-304379

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット 東⽇本⽀店 13-ユ-040347

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 13-ユ-040295

株式会社メディカルジョブセンター 株式会社メディカルジョブセンター 東京本部 01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 東京⽀店 13-ユ-010743

株式会社ライプニツ・リサーチ 株式会社ライプニツ・リサーチ 13-ユ-305182

株式会社リクルートメディカルキャリア 株式会社リクルートメディカルキャリア 13-ユ-080058

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 渋谷明治通り⽀店 13-ユ-309623

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 立川⽀店 13-ユ-309623

13東京



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社パソナ 株式会社パソナ 本社 13-ユ-010444

株式会社ｅーｐｅｒｓｏｎ 株式会社ｅーｐｅｒｓｏｎ 13-ユ-310084

ＨＲ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 ＨＲ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 13-ユ-310013

Ｈｙｎｄ株式会社 Ｈｙｎｄ株式会社 13-ユ-304644

株式会社ＭＥＤＩＡＴＥ 株式会社ＭＥＤＩＡＴＥ 13-ユ-300862

株式会社Ｐｒｉｃｅｌｅｓｓ Ｏｎｅ 株式会社Ｐｒｉｃｅｌｅｓｓ Ｏｎｅ 13-ユ-304051

株式会社ＳＥプラス 株式会社ＳＥプラス 13-ユ-080408

株式会社アクセスネクステージ 株式会社アクセスネクステージ 13-ユ-304284

アスメディックス株式会社 求人ＥＲ新宿オフィス 13-ユ-304183

アニコムフロンティア株式会社 アニコムフロンティア株式会社 13-ユ-307431

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 13-ユ-312454

石橋 英生 ペンギン事務所 13-ユ-309436

株式会社ウィ・キャン 株式会社ウィ・キャン 13-ユ-300018

株式会社ウェルクス 株式会社ウェルクス 13-ユ-306019

株式会社エクスメディカル 株式会社エクスメディカル 東京⽀店 27-ユ-302174

株式会社エム・ディー・マネジメント 株式会社エム・ディー・マネジメント 13-ユ-301667

株式会社エリートネットワーク 株式会社エリートネットワーク 13-ユ-010274

株式会社カスタマ 株式会社カスタマ 13-ユ-301305

株式会社サクシード 株式会社サクシード 13-ユ-302265

株式会社サン・アドセンター サン・アドセンター 13-ユ-306230

シミックソリューションズ株式会社 シミックソリューションズ株式会社 13-ユ-050149

株式会社ゼネラルリンク 株式会社ゼネラルリンク エグゼクティブエージェント 13-ユ-308032

セラヴィ株式会社 セラヴィ株式会社 13-ユ-311244

株式会社トマーレ 株式会社トマーレ 13-ユ-307317

株式会社ナイン 株式会社ナイン 13-ユ-313308

株式会社ニューキャリア 株式会社ニューキャリア 13-ユ-060053

パーソルキャリアコンサルティング株式会社 パーソルキャリアコンサルティング 本社 13-ユ-010846

株式会社ビーティーウィズユー 株式会社ビーティーウィズユー 13-ユ-306266

ヒューマングローバルタレント株式会社 ヒューマングローバルタレント株式会社 13-ユ-306077

フォーカスタマー株式会社 Ｄｒ．Ｃｏｎｎｅｃｔ 13-ユ-308095

プラスワンソリューションズ株式会社 プラスワンソリューションズ株式会社 13-ユ-310307

株式会社ブレイブ 株式会社ブレイブ 13-ユ-305255

株式会社プレジール 株式会社プレジール 13-ユ-304603

株式会社フロー 株式会社フロー 13-ユ-309624

株式会社ベネッセＭＣＭ 株式会社ベネッセＭＣＭ 13-ユ-070460

13東京



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社ベネッセＭＣＭ 株式会社ベネッセＭＣＭ 北千住サテライト事業所 13-ユ-070460

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 ⽇本橋第二オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 ⽇本橋第一オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 渋谷オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 新宿オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 新宿第二オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 立川オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 府中⽀店 14-ユ-010068

株式会社メガキャリア 株式会社メガキャリア 13-ユ-308251

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 東京事業所 01-ユ-010052

メルコヒューマンポート株式会社 メルコヒューマンポート株式会社 東京⽀店 13-ユ-100019

株式会社モード・プランニング・ジャパン 株式会社モード・プランニング・ジャパン キララサポート 13-ユ-304124

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 東京本社 13-ユ-303765

株式会社ローザス 株式会社ローザス 13-ユ-304042

株式会社医師のとも 株式会社医師のとも 13-ユ-305803

株式会社内藤一水社 株式会社内藤一水社 13-ユ-303906

株式会社KEEP UP 株式会社KEEP UP 14-ユ-301583

アデコ株式会社 アデコ株式会社 横浜⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 新横浜⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 川崎⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 厚木⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 藤沢オフィス 13-ユ-010386

株式会社アメイジュ 株式会社アメイジュ 湘南国際アカデミー 14-ユ-300772

市川 吉彦 ドクターハートエージェント 14-ユ-300734

エムアンドアールコンサルティング株式会社 エムアンドアールコンサルティング株式会社 14-ユ-300521

株式会社エルユーエス 株式会社エルユーエス 横浜オフィス 28-ユ-300061

株式会社カインズサービス 株式会社カインズサービス 相模原営業所 13-ユ-301381

株式会社クイック 株式会社クイック 人材紹介事業本部 営業２部 27-ユ-020100

株式会社グローバルフォレ 株式会社グローバルフォレ 14-ユ-301584

株式会社グロップ 株式会社グロップ 相模原オフィス 33-ユ-010063

ケアゲート株式会社 ケアゲート株式会社 キャリアサポート事業部 14-ユ-300627

有限会社笹島看護師家政婦紹介所 有限会社笹島看護師家政婦紹介所 14-ユ-020001

サニースポット合同会社 サニースポット合同会社 14-ユ-301645

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 横浜⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 横浜⽀店 13-ユ-010591

13東京

14神奈川



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

有限会社総合商社オザケン 有限会社総合商社オザケン 14-ユ-301030

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 横浜⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 厚木⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 営業本部 14-ユ-300992

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 横浜⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 横浜⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー横浜 43-ユ-010011

日総ブレイン株式会社 ⽇総ブレイン株式会社 横浜本店 14-ユ-020011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 横浜⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 横浜⽀社 13-ユ-080558

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・小田原 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・川崎 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・横浜 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・厚木 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・橋本 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・海老名 13-ユ-010444

ヘルスケアマーケット･ジャパン株式会社 ヘルスケアマーケット･ジャパン株式会社 就労⽀援雇用促進本部 14-ユ-301000

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 神奈川⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 南関東⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 横浜⽀店 13-ユ-010743

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 横浜⽀店 13-ユ-309623

小田 寛 オフィス ＭＲ ＤＡＫＫＵ 14-ユ-300918

株式会社東洋システムサイエンス 株式会社東洋システムサイエンス 14-ユ-300132

株式会社ＣａｒｅｅｒＧｒｏｗｔｈ 株式会社ＣａｒｅｅｒＧｒｏｗｔｈ 14-ユ-301457

株式会社ＤＥＰＯＣ 株式会社ＤＥＰＯＣ 14-ユ-301699

株式会社Ｍｕｌａｎ国際交流機構 株式会社Ｍｕｌａｎ国際交流機構 14-ユ-301160

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 横浜営業所 13-ユ-312454

株式会社イーチリッチ 株式会社イーチリッチ 14-ユ-301803

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 横浜事業所 13-ユ-190019

株式会社エス・ケー・アイ 株式会社エス・ケー・アイ 14-ユ-300402

株式会社ケア・ドゥ 株式会社ケア・ドゥ 14-ユ-301256

株式会社小さな手 株式会社小さな手 14-ユ-300493

ビズネクスト株式会社 ビズネクスト株式会社 14-ユ-301298

日総ブレイン株式会社 日総ブレイン株式会社 14-ユ-020011

株式会社フィット・コンサルティング 株式会社フィット・コンサルティング 14-ユ-300689

14神奈川



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社フェアスタート 株式会社フェアスタート 14-ユ-300722

株式会社ベネッセＭＣＭ 株式会社ベネッセＭＣＭ 横浜サテライト事業所 13-ユ-070460

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 みなとみらいオフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 藤沢⽀店 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 厚木オフィス 14-ユ-010068

株式会社メディカル・スターツ 株式会社メディカル・スターツ 14-ユ-300161

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 横浜事業所 13-ユ-303765

アデコ株式会社 アデコ株式会社 新潟⽀社 13-ユ-010386

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 新潟⽀店 13-ユ-080459

ジェイサービス株式会社 ジェイサービス株式会社 キャリアバスケット事業部 15-ユ-300110

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 新潟⽀店 14-ユ-300992

株式会社ドットコム・マーケティング 株式会社ドットコム・マーケティング 15-ユ-300096

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 新潟⽀社 27-ユ-301770

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 高崎⽀社 新潟出張所 13-ユ-080558

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 新潟⽀店 13-ユ-070309

株式会社パソナ パソナ・新潟 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・新潟万代 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 新潟⽀社 13-ユ-080554

株式会社絆コーポレーション 株式会社絆コーポレーション 15-ユ-300017

株式会社広報しえん 株式会社広報しえん 15-ユ-010024

株式会社スタッフエース 株式会社スタッフエース 15-ユ-040003

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・⻑岡 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 新潟⽀店 14-ユ-010068

アデコ株式会社 アデコ株式会社 富山オフィス 13-ユ-010386

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 名古屋⽀社 富山出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・富山 13-ユ-010444

株式会社マルコスタッフ 株式会社マルコスタッフ 16-ユ-300028

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 富山⽀店 14-ユ-010068

SUNCARE HOLDINGS株式会社 SUNCARE HOLDINGS株式会社 17-ユ-300126

アデコ株式会社 アデコ株式会社 北陸⽀社 13-ユ-010386

アリス・スタッフ株式会社 アリス・スタッフ株式会社 17-ユ-300133

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 金沢⽀社 13-ユ-010928

エンパワー・サポート株式会社 エンパワー・サポート株式会社 17-ユ-300134

株式会社キャリアシステム 株式会社キャリアシステム 17-ユ-010047

株式会社クラブメディア 株式会社クラブメディア 17-ユ-300193

14神奈川

15新潟

16富山

17石川



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社ジョブシステム 株式会社ジョブシステム 17-ユ-300053

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 金沢⽀店 14-ユ-300992

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 名古屋⽀社 金沢出張所 13-ユ-080558

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 金沢⽀店 13-ユ-070309

株式会社パソナ パソナ・金沢 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 石川⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 金沢オフィス 13-ユ-040295

株式会社グレート 株式会社グレート 17-ユ-010036

株式会社セカンドキャリア６０ 株式会社セカンドキャリア６０ 17-ユ-300148

株式会社ターニングポイント 株式会社ターニングポイント 17-ユ-300161

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・小松 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 金沢⽀店 14-ユ-010068

株式会社Ｆｏｃａｌ Ｔｒｕｓｔ 株式会社Ｆｏｃａｌ Ｔｒｕｓｔ 18-ユ-300061

アデコ株式会社 アデコ株式会社 福井オフィス 13-ユ-010386

株式会社キャリアネットワーク 株式会社キャリアネットワーク 18-ユ-300017

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・福井中央 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・福井 13-ユ-010444

株式会社リステージ 株式会社リステージ 18-ユ-300067

株式会社アイル 株式会社アイル 18-ユ-300007

株式会社アルビス 株式会社アルビス 19-ユ-300065

株式会社クレイプラス 株式会社クレイプラス 19-ユ-300110

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 甲府⽀店 13-ユ-070309

株式会社ハートフルスタッフ 株式会社ハートフルスタッフ 19-ユ-010029

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・甲府 13-ユ-010444

株式会社ピープルズ 株式会社ピープルズ 19-ユ-300103

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 甲府営業所 22-ユ-040007

株式会社マスターズスタッフ 株式会社マスターズスタッフ 19-ユ-300053

アデコ株式会社 アデコ株式会社 ⻑野オフィス 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 松本⽀社 13-ユ-010386

イーキュア株式会社 イーキュア株式会社 20-ユ-300004

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ ⻑野⽀店 14-ユ-300992

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー⻑野 43-ユ-010011

株式会社ナオス 株式会社ナオス 20-ユ-300055

有限会社ながの綜合マネキン 有限会社ながの綜合マネキン 20-ユ-010005

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 高崎⽀社 ⻑野出張所 13-ユ-080558

19山梨

20⻑野

18福井

17石川



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社パソナ パソナ・⻑野 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・松本 13-ユ-010444

八十二スタッフサービス株式会社 八十二スタッフサービス株式会社 20-ユ-010017

マーベルキャリアコンサルティング合同会社 マーベルキャリアコンサルティング合同会社 20-ユ-300196

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット ⻑野出張所 13-ユ-040347

株式会社グレート⻑野 株式会社グレート⻑野 20-ユ-300018

株式会社バリュークリエーション 株式会社バリュークリエーション 20-ユ-300174

株式会社ヒューマンインデックス 株式会社ヒューマンインデックス 20-ユ-300060

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 甲信⽀店 14-ユ-010068

ケアコネクト株式会社 ケアコネクト株式会社 21-ユ-300225

コアウォール株式会社 コアウォール株式会社 21-ユ-030002

株式会社サン・スタッフ 株式会社サン・スタッフ 21-ユ-300259

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 岐阜⽀店 14-ユ-300992

⻄川産業株式会社 ⻄川産業株式会社 21-ユ-300043

株式会社パソナ パソナ・岐阜 13-ユ-010444

株式会社華陽ケアサポート 株式会社華陽ケアサポート 紹介事業部 21-ユ-010007

有限会社レベルアップ 有限会社レベルアップ 21-ユ-300325

株式会社サン・テンポラリー 株式会社サン・テンポラリー 21-ユ-300004

株式会社人材Ｂａｎｋ 株式会社人材Ｂａｎｋ 21-ユ-300062

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・岐阜坂祝 13-ユ-010444

伏屋 喜雄 伏屋社会保険労務士事務所 21-ユ-300070

ブライトスタッフ株式会社 ブライトスタッフ株式会社 21-ユ-040002

アデコ株式会社 アデコ株式会社 浜松⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 静岡⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 沼津⽀社 13-ユ-010386

インフィック株式会社 インフィック株式会社 ラシクキャリア事業部 静岡オフィス 22-ユ-300036

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 静岡⽀店 13-ユ-010547

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 静岡⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 浜松⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 静岡⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 静岡⽀社 27-ユ-301770

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 静岡⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 静岡⽀社 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・静岡 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・浜松 13-ユ-010444

20⻑野

21岐阜

22静岡



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社パソナ パソナ・沼津 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・沼津東 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・藤枝 13-ユ-010444

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 清⽔⽀店 22-ユ-040007

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 静岡⽀店 22-ユ-040007

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 浜松⽀店 22-ユ-040007

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 沼津⽀店 22-ユ-040007

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 静岡⽀社 13-ユ-080554

栢森 宣好 ジョブフィット 22-ユ-300615

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 静岡出張所 13-ユ-312454

公益社団法人静岡県栄養士会 公益社団法人静岡県栄養士会 22-ユ-300363

有限会社トータルサービス御殿場 有限会社トータルサービス御殿場 22-ユ-030010

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・御殿場 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 浜松⽀店静岡サービスオフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 浜松オフィス 14-ユ-010068

株式会社Ｂワークス 株式会社Ｂワークス 23-ユ-301155

株式会社CMEコンサルティング 株式会社ＣＭＥコンサルティング 名古屋⽀社 13-ユ-305280

株式会社Ｆ．Ｔ．Ｓ 株式会社Ｆ．Ｔ．Ｓ 23-ユ-300229

株式会社ＨｉＬＯ 株式会社ＨｉＬＯ 23-ユ-302079

株式会社ＳＰＪ 株式会社ＳＰＪ 23-ユ-301017

株式会社ＶＩＴＡ 株式会社ＶＩＴＡ 23-ユ-301480

公益社団法人愛知県医師会 公益社団法人愛知県医師会 地域医療人材育成センター 23-ユ-300850

株式会社アセアン中部 株式会社アセアン中部 23-ユ-301950

アデコ株式会社 アデコ株式会社 名古屋⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 豊田⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 刈谷オフィス 13-ユ-010386

株式会社アムール・メディカル 株式会社アムール・メディカル 23-ユ-300384

有限会社伊藤ケアサービス 有限会社伊藤ケアサービス 23-ユ-010038

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 名古屋⽀店 13-ユ-080459

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 名古屋⽀社 13-ユ-010928

株式会社エルユーエス 株式会社エルユーエス 名古屋オフィス 28-ユ-300061

株式会社クイック 株式会社クイック 人材紹介事業本部 営業１部・営業２部 27-ユ-020100

株式会社グロップ 株式会社グロップ 名古屋オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 名古屋⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 名古屋⽀店 13-ユ-010591

22静岡

23愛知



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

有限会社ツインコーポレーション 有限会社ツインコーポレーション 23-ユ-020091

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 名古屋⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 岡崎⽀店 14-ユ-300992

ディップ株式会社  ディップ株式会社 名古屋オフィス 13-ユ-303788

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 名古屋⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 名古屋⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー名古屋 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 名古屋⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 名古屋⽀社 13-ユ-080558

パーソナルケアサポート株式会社 パーソナルケアサポート株式会社 23-ユ-300562

株式会社パソナ パソナ・名駅 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・名古屋 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・豊田 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・豊橋 13-ユ-010444

株式会社パンピック 株式会社パンピック 23-ユ-301011

株式会社ひまわりの手 株式会社ひまわりの手 23-ユ-300863

株式会社フロンティア 株式会社フロンティア キャリアサポート事業部 23-ユ-300965

株式会社ベルキャリエール 株式会社ベルキャリエール 名古屋営業所 22-ユ-040007

株式会社マーキュリー 株式会社マーキュリー 東海⽀店 27-ユ-300336

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 名古屋⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット 名古屋営業所 13-ユ-040347

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 名古屋⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 名古屋⽀店 13-ユ-010743

株式会社リクルートメディカルキャリア 株式会社リクルートメディカルキャリア 名古屋⽀社 13-ユ-080058

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 名古屋⽀店 13-ユ-309623

株式会社アクア・ブレイン 株式会社アクア・ブレイン 23-ユ-301040

株式会社アクティー 株式会社アクティー 23-ユ-300010

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 名古屋営業所 13-ユ-312454

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 名古屋事業所 13-ユ-190019

株式会社オリジナルプラン 株式会社オリジナルプラン 23-ユ-301423

パーソナルケアスタッフ株式会社 パーソナルケアスタッフ株式会社 23-ユ-302296

株式会社ブレインパートナー 株式会社ブレインパートナー 23-ユ-301103

株式会社ベネッセＭＣＭ 株式会社ベネッセＭＣＭ 東海事業所 13-ユ-070460

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 名古屋⽀店 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 三河オフィス 14-ユ-010068

23愛知



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 名古屋事業所 01-ユ-010052

株式会社ユノモ 株式会社ユノモ 23-ユ-300540

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 名古屋事業所 13-ユ-303765

株式会社グロップ 株式会社グロップ 三重オフィス 33-ユ-010063

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 四⽇市⽀店 14-ユ-300992

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・四⽇市 13-ユ-010444

株式会社人財バンク 株式会社人財バンク 24-ユ-300198

株式会社メディサポジャパン 株式会社メディサポジャパン 24-ユ-300182

株式会社グロップ 株式会社グロップ 滋賀オフィス 33-ユ-010063

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 滋賀⽀店 14-ユ-300992

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 滋賀⽀店 13-ユ-070309

株式会社パソナ パソナ・滋賀 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・草津 13-ユ-010444

株式会社ビイサイドプランニング 株式会社ビイサイドプランニング 25-ユ-060008

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 滋賀⽀店 14-ユ-010068

株式会社アクタス 株式会社アクタス 京都⽀店 26-ユ-300509

アデコ株式会社 アデコ株式会社 京都⽀社 13-ユ-010386

大槻 真由美 福知山家政婦紹介所 26-ユ-300152

株式会社グロップ 株式会社グロップ 京都オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 綾部オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 京都⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 京都⽀店 13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 京都⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 京都⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー京都 43-ユ-010011

中岡 耀子 朝日看護婦家政婦紹介所 26-ユ-020038

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 京都⽀社 27-ユ-020166

株式会社パソナ パソナ・京都 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 京都⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット 近畿営業所 13-ユ-040347

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 京都⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルパートナー京都 株式会社メディカルパートナー京都 26-ユ-300274

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 京都営業所 13-ユ-010743

合同会社平埜屋 Exceptional Doctors Office 26-ユ-300409

株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ ＮＯＳＷＥＡＴ 26-ユ-300099

26京都

23愛知

24三重

25滋賀



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

Ｐｒｏｇｒｅｓｓ株式会社 Ｐｒｏｇｒｅｓｓ株式会社 26-ユ-300594

いとうくん株式会社 シャルール・ワン 26-ユ-300467

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 京都事業所 13-ユ-190019

キャリアコンサルテング株式会社 キャリアコンサルテング株式会社 26-ユ-300071

京丹後市総合サービス株式会社 京丹後市総合サービス株式会社 26-ユ-300162

株式会社日本予防医学研究会タクト 株式会社日本予防医学研究会タクト 26-ユ-030016

ファーマエイド株式会社 ファーマエイド株式会社 26-ユ-300356

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 京都⽀店 14-ユ-010068

ライフウィズ株式会社 ライフウィズ株式会社 26-ユ-300414

株式会社D&Mカンパニー 株式会社D&Mカンパニー 27-ユ-302924

株式会社GL 株式会社GL 27-ユ-302230

株式会社TAS 株式会社TAS 27-ユ-303077

アデコ株式会社 アデコ株式会社 大阪中央 13-ユ-010386

株式会社アロンジ 株式会社アロンジ 27-ユ-302080

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 大阪第二⽀店 13-ユ-080459

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 天王寺⽀店 13-ユ-080459

株式会社ウィルオブ・ワーク 株式会社ウィルオブ・ワーク 堺⽀店 13-ユ-080459

株式会社エクスメディカル 株式会社エクスメディカル 27-ユ-302174

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 大阪事業所 13-ユ-190019

株式会社エタンセル 株式会社エタンセル 27-ユ-301275

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 大阪⽀社 13-ユ-010928

エムスリーキャリア株式会社 エムスリーキャリア株式会社 大阪オフィス 13-ユ-304437

キャリアインデックス株式会社 キャリアインデックス株式会社 27-ユ-301269

株式会社キャリーアップ 株式会社キャリーアップ 30-ユ-300046

株式会社クイック 株式会社クイック 人材紹介事業本部 営業１部・営業２部 27-ユ-020100

グローバルスタイル株式会社 グローバルスタイル株式会社 27-ユ-301355

株式会社グロップ 株式会社グロップ 梅田オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 泉佐野オフィス 33-ユ-010063

株式会社ジョブズコンストラクション 株式会社ジョブズコンストラクション 大阪⽀社 13-ユ-307249

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 大阪⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 大阪⽀店 13-ユ-010591

総合メディプロ株式会社 総合メディプロ株式会社 ⻄⽇本オフィス 13-ユ-300024

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 大阪⽀店 14-ユ-300992

ディップ株式会社  ディップ株式会社 大阪オフィス 13-ユ-303788

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 27-ユ-300349

26京都

27大阪



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー大阪 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 職業紹介事業部 27-ユ-020166

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 南大阪⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 大阪⽀社 13-ユ-080558

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 大阪⽀社第3オフィス 13-ユ-070309

株式会社パートナーメディカル 株式会社パートナーメディカル 27-ユ-302159

株式会社パソナ パソナ・難波 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・梅田 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・淀屋橋 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・心斎橋 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・大阪 13-ユ-010444

株式会社パソナライフケア 株式会社パソナライフケア 大阪 13-ユ-305912

株式会社ハッピーベトナム 株式会社ハッピーベトナム 27-ユ-303171

林 洋之祐 オフィス林 27-ユ-302171

株式会社ハンディネットワークインターナショナル 株式会社ハンディネットワークインターナショナル 27-ユ-302818

有限会社ビジネススクウェア 有限会社ビジネススクウェア 27-ユ-300411

株式会社ファル・メイト 株式会社ファル・メイト 27-ユ-300093

株式会社マーキュリー 株式会社マーキュリー 27-ユ-300336

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 大阪⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 大阪⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルキャスト 株式会社メディカルキャスト 27-ユ-300080

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 大阪⽀店 13-ユ-010743

株式会社リクルートメディカルキャリア 株式会社リクルートメディカルキャリア 大阪⽀社 13-ユ-080058

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 大阪堂島⽀店 13-ユ-309623

有限会社池田看護師家政婦紹介所 有限会社池田看護師家政婦紹介所 27-ユ-100004

半澤 典子 三和看護師家政婦紹介所 27-ユ-040025

株式会社CMEコンサルティング 株式会社ＣＭＥコンサルティング 大阪⽀社 13-ユ-305280

株式会社D＆Ｍキャリア 株式会社D＆Ｍキャリア 27-ユ-303294

株式会社ＦＡＮーＣＴＩＯＮ 介護・看護求人支援センター大阪東 27-ユ-302582

株式会社ＫＨＳメディカルサポート 株式会社ＫＨＳメディカルサポート 27-ユ-302183

株式会社ＭＨＰ 株式会社ＭＨＰ 27-ユ-300441

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 大阪営業所 13-ユ-312454

株式会社ウェルクス 株式会社ウェルクス 大阪事業所 13-ユ-306019

エヌアイラボ株式会社 エヌアイラボ株式会社 27-ユ-302768

27大阪



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社エム・ディー・マネジメント 株式会社エム・ディー・マネジメント 関⻄⽀社 13-ユ-301667

株式会社かんでんジョイナス 株式会社かんでんジョイナス 27-ユ-020199

株式会社共和技術研究所 株式会社共和技術研究所 27-ユ-300530

近畿中央ビジネス株式会社 近畿中央ビジネス株式会社 27-ユ-080009

大末テクノサービス株式会社 大末テクノサービス株式会社 27-ユ-030203

株式会社ツナガリキャリア 株式会社ツナガリキャリア 27-ユ-302129

株式会社都島ナース 株式会社都島ナース 27-ユ-020114

株式会社ハーモニック 株式会社ハーモニック 27-ユ-300406

株式会社プロトメディカルケア 株式会社プロトメディカルケア 大阪⽀店 13-ユ-300474

株式会社ベネッセＭＣＭ 株式会社ベネッセＭＣＭ ⻄⽇本事業所 13-ユ-070460

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 淀屋橋オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 大阪北オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 大阪南オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 大阪東オフィス 14-ユ-010068

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 大阪事業所 01-ユ-010052

ライクスタッフィング株式会社 ライクスタッフィング株式会社 27-ユ-301145

ライフワンズ株式会社 ライフワンズ株式会社 大阪事業所 13-ユ-303765

株式会社レイ・クルーズ 株式会社レイ・クルーズ 27-ユ-300378

株式会社ワークステーション 株式会社ワークステーション 27-ユ-030180

明山 和子 白百合看護婦家政婦紹介所 28-ユ-010002

株式会社アシスト 株式会社アシスト 山崎営業所 28-ユ-300204

株式会社アシスト 株式会社アシスト 福崎営業所 28-ユ-300204

株式会社アシスト 株式会社アシスト 加東営業所 28-ユ-300204

株式会社アシスト 株式会社アシスト 姫路営業所 28-ユ-300204

アデコ株式会社 アデコ株式会社 神⼾⽀社 13-ユ-010386

アデコ株式会社 アデコ株式会社 姫路オフィス 13-ユ-010386

株式会社エルユーエス 株式会社エルユーエス 神⼾オフィス 28-ユ-300061

株式会社クイック 株式会社クイック 人材紹介事業本部 営業２部 27-ユ-020100

株式会社グロップ 株式会社グロップ 姫路オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 神⼾オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 神⼾⽀店 13-ユ-010547

諏訪興産株式会社 諏訪興産株式会社 28-ユ-300351

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 神⼾⽀店 13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 神⼾⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 神⼾⽀社 27-ユ-301770

27大阪

28兵庫



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 神⼾⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 神⼾⽀社 13-ユ-080558

有限会社人間交差点 有限会社人間交差点 28-ユ-300646

株式会社パソナ パソナ・姫路 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・神⼾ 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・三宮 13-ユ-010444

株式会社マーキュリー 株式会社マーキュリー 神⼾⽀店 27-ユ-300336

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 兵庫⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 神⼾⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルジョブセンター 株式会社メディカルジョブセンター 神⼾⽀社 01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 神⼾営業所 13-ユ-010743

株式会社エクセレントジョブ 株式会社エクセレントジョブ 28-ユ-300597

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 神⼾事業所 13-ユ-190019

大塚看護師家政婦紹介所 大塚看護師家政婦紹介所 28-ユ-300465

株式会社ファンテン 株式会社ファンテン 28-ユ-300521

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 神⼾オフィス 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 姫路⽀店 14-ユ-010068

株式会社エイジエル 株式会社エイジエル 29-ユ-300103

株式会社パソナ パソナ・奈良 13-ユ-010444

株式会社ツリーホーム ナースマイリー 29-ユ-300164

30和歌山 株式会社パソナ パソナ・和歌山 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・鳥取 13-ユ-010444

流通株式会社 流通株式会社 31-ユ-300038

株式会社グロップ 株式会社グロップ 松江オフィス 33-ユ-010063

株式会社パソナ パソナ・松江 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・出雲 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 山陰⽀店 14-ユ-010068

株式会社KG情報 株式会社KG情報キャリアサポートセンター 33-ユ-300208

アデコ株式会社 アデコ株式会社 岡山⽀社 13-ユ-010386

株式会社ウェルサークル 株式会社ウェルサークル 33-ユ-300059

株式会社キャリアプランニング 株式会社キャリアプランニング 人材紹介事業部 33-ユ-010032

株式会社グローバルアイ 株式会社グローバルアイ 33-ユ-300213

株式会社グロップ 株式会社グロップ 岡山駅前オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 岡山南オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 津山オフィス 33-ユ-010063

28兵庫

29奈良

31鳥取

32島根

33岡山



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社グロップ 株式会社グロップ 倉敷オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 岡山東オフィス 33-ユ-010063

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 岡山⽀店 14-ユ-300992

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー岡山 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 岡山⽀社 27-ユ-020166

株式会社ハートスイッチ 株式会社ハートスイッチ 33-ユ-300137

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 岡山⽀社 13-ユ-080554

株式会社敬愛 株式会社敬愛 33-ユ-300007

田中実業株式会社 田中実業株式会社 はたらくサポート新見 33-ユ-300219

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・岡山 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・倉敷 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 岡山⽀店 14-ユ-010068

株式会社アセアン⻄⽇本 株式会社アセアン⻄⽇本 34-ユ-300443

アデコ株式会社 アデコ株式会社 広島⽀社 13-ユ-010386

株式会社あるテンプ 株式会社あるテンプ 34-ユ-300154

株式会社キャリアプランニング 株式会社キャリアプランニング 広島⽀社 人材紹介事業部 33-ユ-010032

株式会社キャリアプランニング 株式会社キャリアプランニング 福山⽀店 人材紹介事業部 33-ユ-010032

株式会社グロップ 株式会社グロップ 福山オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 広島オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 東広島オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 広島⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 広島⽀店 13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 広島⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 福山⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 広島⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 広島⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー広島 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 広島⽀社 27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 神⼾⽀社 広島出張所 13-ユ-080558

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 広島⽀店 13-ユ-070309

株式会社パソナ パソナ・広島 13-ユ-010444

株式会社ベストパーソン 株式会社ベストパーソン 紹介事業部 34-ユ-010093

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 広島⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 中国⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルジョブセンター 株式会社メディカルジョブセンター 広島⽀社 01-ユ-300203

33岡山

34広島



医療・介護・保育分野適合紹介事業者宣言 宣言事業者一覧（都道府県別） 

都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 広島⽀店 13-ユ-010743

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 広島⽀店 13-ユ-309623

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 広島営業所 13-ユ-312454

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 広島事業所 13-ユ-190019

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・福山 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 広島オフィス 14-ユ-010068

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 広島事業所 01-ユ-010052

株式会社パソナ パソナ・山口 13-ユ-010444

藤本 学 下松家政婦紹介所 35-ユ-300052

有限会社ハーモニーズ 有限会社ハーモニーズ エンジニアリング事務所 35-ユ-300018

アビリティーセンター株式会社 アビリティーセンター株式会社 徳島オフィス 38-ユ-050003

有限会社介護サービス羽ノ浦看護婦家政婦紹介所 有限会社介護サービス羽ノ浦看護婦家政婦紹介所 36-ユ-020002

株式会社グロップ 株式会社グロップ 徳島オフィス 33-ユ-010063

株式会社ソフィア 株式会社ソフィア 36-ユ-300018

株式会社パソナ パソナ・徳島 13-ユ-010444

株式会社アステート 株式会社アステート 36-ユ-010020

株式会社Coaマネジメント 株式会社Coaマネジメント 37-ユ-300090

アビリティーセンター株式会社 アビリティーセンター株式会社 高松オフィス 38-ユ-050003

株式会社グロップ 株式会社グロップ 高松オフィス 33-ユ-010063

株式会社グロップ 株式会社グロップ 丸⻲オフィス 33-ユ-010063

有限会社ケアサービス丸⻲ 有限会社ケアサービス丸⻲ 37-ユ-020003

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 高松⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 高松⽀社 27-ユ-301770

株式会社パソナ パソナ・高松 13-ユ-010444

株式会社パワーネット パワーネットお仕事紹介センター 37-ユ-020007

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 香川⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 四国⽀社 13-ユ-040295

株式会社ネグジット総研 株式会社ネグジット総研 高松事業所 28-ユ-010026

パーソンフォーチュン合同会社 おしごと紹介ＰＬＡＺＡ 37-ユ-300093

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 高松オフィス 14-ユ-010068

株式会社Future Select 株式会社Future Select 38-ユ-300113

アビリティーセンター株式会社 アビリティーセンター株式会社 人材紹介事業部 38-ユ-050003

アビリティーセンター株式会社 アビリティーセンター株式会社 松山オフィス 38-ユ-050003

株式会社キャリアプランニング 株式会社キャリアプランニング 看護師求人情報センター松山 33-ユ-010032

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 松山⽀店 14-ユ-300992

37香川

38愛媛

34広島

35山口

36徳島
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都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー愛媛 43-ユ-010011

株式会社パソナ パソナ・松山 13-ユ-010444

有限会社東予ケア・サービス 有限会社東予ケア・サービス 38-ユ-050001

公益社団法人松山市シルバー人材センター 公益社団法人松山市シルバー人材センター 38-ユ-300098

株式会社Ｂｉｚｃａｒｅｅｒ Ｂｉｚｃａｒｅｅｒ 38-ユ-300047

株式会社タスク 株式会社タスク 38-ユ-300003

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・松山二番町 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 松山オフィス 14-ユ-010068

アビリティーセンター株式会社 アビリティーセンター株式会社 高知オフィス 38-ユ-050003

アビリティーセンター株式会社 アビリティーセンター株式会社 高知家の女性しごと応援室（高知県委託事業）38-ユ-050003

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 高知⽀店 14-ユ-300992

株式会社パソナ パソナ・高知 13-ユ-010444

株式会社イーメディエイト 株式会社イーメディエイト 39-ユ-300031

株式会社ＡＣＲ 株式会社ＡＣＲ 40-ユ-010059

株式会社Work life up 株式会社Work life up 40-ユ-301084

アデコ株式会社 アデコ株式会社 福岡⽀社 13-ユ-010386

株式会社ウイングメディカル九州 株式会社ウイングメディカル九州 40-ユ-300020

株式会社エムステージ 株式会社エムステージ 福岡⽀社 13-ユ-010928

九州スタッフ株式会社 九州スタッフ株式会社 40-ユ-010166

九州メディカルサービス株式会社 九州メディカルサービス株式会社 40-ユ-301001

有限会社久留米家政婦紹介所 有限会社久留米家政婦紹介所 40-ユ-300469

株式会社グロップ 株式会社グロップ 福岡オフィス 33-ユ-010063

株式会社スーパーナース 株式会社スーパーナース 福岡⽀店 13-ユ-010547

セントスタッフ株式会社 セントスタッフ株式会社 福岡⽀店 13-ユ-010591

総合メディプロ株式会社 総合メディプロ株式会社 九州オフィス 13-ユ-300024

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 福岡⽀店 14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 北九州⽀店 14-ユ-300992

ディップ株式会社  ディップ株式会社 福岡オフィス 13-ユ-303788

株式会社ドクター・エージェント 株式会社ドクター・エージェント 40-ユ-010187

株式会社トライトエンジニアリング 株式会社トライトエンジニアリング 福岡⽀社 27-ユ-300349

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 福岡⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー福岡 43-ユ-010011

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー北九州 43-ユ-010011

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 福岡⽀社 27-ユ-020166

株式会社ニッソーネット 株式会社ニッソーネット 北九州⽀社 27-ユ-020166

40福岡

38愛媛

39高知
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都道府県 法人名 事業所名 職業紹介許可番号

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社  13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・福岡 13-ユ-010444

株式会社パソナ パソナ・北九州 13-ユ-010444

株式会社パソナ 株式会社パソナ パソナ・北九州東 13-ユ-010444

株式会社パソナライフケア 株式会社パソナライフケア 北九州 13-ユ-305912

株式会社マーキュリー 株式会社マーキュリー 九州⽀店 27-ユ-300336

株式会社まいづる まいづる看護師看護婦紹介所 40-ユ-010114

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 福岡⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット ⻄⽇本⽀店 13-ユ-040347

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 九州⽀社 13-ユ-040295

株式会社メディカルジョブセンター 株式会社メディカルジョブセンター 福岡⽀社 01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース 株式会社メディカルリソース 九州⽀店 13-ユ-010743

株式会社リクルートメディカルキャリア 株式会社リクルートメディカルキャリア 福岡⽀社 13-ユ-080058

レバレジーズメディカルケア株式会社 レバレジーズメディカルケア株式会社 福岡⽀店 13-ユ-309623

株式会社ＤＮＣ 株式会社ＤＮＣ 40-ユ-300916

アポプラスキャリア株式会社 アポプラスキャリア株式会社 福岡営業所 13-ユ-312454

株式会社エス・エム・エス 株式会社エス・エム・エス 福岡事業所 13-ユ-190019

学校法人北九州ＹＭＣＡ学園 北九州ＹＭＣＡ キャリアサポートセンター 40-ユ-300751

株式会社人財総研 株式会社人財総研 40-ユ-300788

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 ソリューション・サービス福岡⽀店 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 北九州⽀店 14-ユ-010068

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 福岡オフィス 14-ユ-010068

株式会社メディウェル 株式会社メディウェル 福岡事業所 01-ユ-010052

有限会社介護家事サービス武雄 有限会社介護家事サービス武雄 41-ユ-030002

株式会社グロップ 株式会社グロップ 鳥栖オフィス 33-ユ-010063

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社 佐賀出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・佐賀 13-ユ-010444

株式会社ホットライン 株式会社ホットライン 41-ユ-300057

株式会社マツオヒューマンネットワーク 株式会社マツオヒューマンネットワーク 41-ユ-010013

田崎 聰 多咲メディカル 42-ユ-300039

株式会社地中海 株式会社地中海 ライフサポート九州 42-ユ-300110

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社 ⻑崎出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・⻑崎 13-ユ-010444

株式会社ＥＮＣＡＮ 株式会社ＥＮＣＡＮ 42-ユ-300133

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 ⻑崎⽀店 14-ユ-010068

40福岡

41佐賀

42⻑崎
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株式会社グロップ 株式会社グロップ 熊本オフィス 33-ユ-010063

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 熊本⽀店 14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア 株式会社トライトキャリア 熊本⽀社 27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー熊本 43-ユ-010011

中脇 秀勝 サン光家政婦紹介所 43-ユ-300123

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社 熊本出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・熊本 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 熊本⽀社 13-ユ-080554

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット 熊本営業所 13-ユ-040347

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 南九州⽀社 13-ユ-040295

株式会社ライフジャパン 株式会社ライフジャパン 熊本医療福祉求人センター 43-ユ-300176

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 熊本⽀店 14-ユ-010068

株式会社大分メディカルサービス 株式会社大分メディカルサービス 44-ユ-300084

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社 大分出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・大分 13-ユ-010444

有限会社ブックス玉屋 有限会社ブックス玉屋 ジョブ ナース 44-ユ-300113

株式会社メディカル・プラネット 株式会社メディカル・プラネット 大分営業所 13-ユ-040347

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 大分⽀店 14-ユ-010068

株式会社アコール 株式会社アコール 45-ユ-300078

株式会社アンドワーク 株式会社アンドワーク 45-ユ-300071

有限会社ケアセンター高野 有限会社ケアセンター高野 45-ユ-010001

スタッフラインズ株式会社 スタッフラインズ株式会社 45-ユ-300050

有限会社豊栄人材センター 有限会社豊栄人材センター 45-ユ-040002

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社 宮崎出張所 13-ユ-080558

株式会社パソナ パソナ・宮崎 13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 宮崎⽀店 14-ユ-010068

株式会社ツクイスタッフ 株式会社ツクイスタッフ 鹿児島⽀店 14-ユ-300992

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 福岡⽀社 鹿児島出張所 13-ユ-080558

株式会社ネオキャリア 株式会社ネオキャリア 鹿児島⽀店 13-ユ-070309

株式会社パソナ パソナ・鹿児島 13-ユ-010444

株式会社マイナビ 株式会社マイナビ 鹿児島⽀社 13-ユ-080554

山元 ムツ子 隼人家政婦配ぜん人紹介所 46-ユ-040001

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 鹿児島⽀店 14-ユ-010068

株式会社ナースパワー人材センター ナースパワー沖縄 43-ユ-010011

株式会社日本教育クリエイト 株式会社⽇本教育クリエイト 那覇⽀社 13-ユ-080558

43熊本

44大分

45宮崎

46鹿児島

47沖縄
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株式会社パソナ パソナ・那覇 13-ユ-010444

株式会社プロアライアンス 株式会社プロアライアンス 47-ユ-300152

株式会社メディカル・プリンシプル社  株式会社メディカル・プリンシプル社 沖縄オフィス 13-ユ-040295

マンパワーグループ株式会社 マンパワーグループ株式会社 沖縄オフィス 14-ユ-010068

47沖縄


