
労働者派遣事業者（ 25－派－035 ） 

 

 

（許可番号：派 36-300012） 

 

ホームページ  http://www.ws-gp.co.jp/ 

本社所在地 〒770-0902 徳島県徳島市西新町 5-17 

お問合せ先 0120-093-740 

担当部署  人材管理部 

担当者名  井内、阿部 

 

【サービス内容・取扱職種】 

お仕事をお探しの方の適性・スキル・条件をコーディネーターが 

丁寧にヒヤリングし、条件に合った企業への就労を全力でサポート。 

 

【特徴的な取組】 

製造、販売・接客、事務、介護業務などを中心に幅広い求人を数多く取り扱っております。 

 

【利用手続き】 

当社からの労働者派遣サービスの提供を希望される方は、身分証明書（免許証、住民票等）、 

印鑑をお持ちいただきお近くの営業所・サービスセンターにご来社ください。 

(ホームページもしくはＱＲコードより仮登録できます)  

 

【認定取得】 

ワークスタッフでは更なるサービスの向上を目指し、以下の認定を取得しております。 

 

 

 

 

 

県内拠点 （本紙を見たとお伝えください） 

滋賀営業所 〒525-0059 草津市野路 4丁目 5番 3号 

  太陽ハイツ南草津 1階 

連絡先 0120-494-589 （担当：西岡） 

大津サービスセンター 〒520-0043 大津市中央 3丁目 5-9 

  西岡ビル 1階 

連絡先 0120-234-686 （担当：尾崎） 

湖南サービスセンター 〒520-3252 湖南市岩根 866-1 

  マルエス・アネックスビル 3階 

連絡先 0120-011-129 （担当：今井） 

東近江サービスセンター 〒527-0023 東近江市八日市緑町 9-27 

   テニーテナント内 

連絡先 0120-003-114 （担当：久山） 
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労働者派遣事業者（ 25－派－035 ） 

 ワークスタッフ 営業所一覧  

≪ 四国エリア ≫ 

本社 770-0902 徳島県徳島市西新町 5 丁目 17 番地 （088）626－2626 

高松営業所 760-0042 香川県高松市大工町８番地４ （087）826－0380 

松山営業所 791-8023 愛媛県松山市朝美 1-4-3 （089）911－4141 

新居浜営業所 792–0022 愛媛県新居浜市徳常町 2-43 （0897）31－4141 

高知営業所 780-0088 高知県高知市北久保 12-8 （088）878-0900 

≪ 九州エリア ≫ 

九州営業本部 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目１番１号 （092）260-3680 

大分営業所 871-0031 大分県中津市中殿町 3 丁目 21-1 （0979）64-7311 

小倉営業所 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野 2 丁目 14 番 1 号 （093）383-8951 

≪ 中国エリア ≫ 

岡山営業所 700-0838 岡山県岡山市京町 13-5 （086）231－1766  

津山営業所 708-0842 岡山県津山市河辺 1056－4 （0868）35-2314 

鳥取営業所 680-0845 鳥取県鳥取市富安 2-61 （0857）37－0101 

米子営業所 683-0053 鳥取県米子市明治町 226 ﾏｰﾍﾞﾗｽﾋﾞﾙ 1 階 （0859）35-2600 

松江営業所 690-0842 島根県松江市東本町 5 丁目 16 番地 6 （0852）61-0110 

広島営業所 730-0014 広島県広島市中区上幟町3-24 ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ 5階 （082）225-8814 

≪ 近畿エリア ≫ 

大阪営業所 530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-11-4 （06）6341－0717 

堺営業所 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町 3324 （072）279-6224 

京都営業所 604-8381 京都府京都市中京区西ノ京織司町 67-76 （075）801－8484 

福知山営業所 620-0054 京都府福知山市末広町 1-18-1 （0773）24-8833 

滋賀営業所 525-0055 滋賀県草津市野路 4 丁目 5 番 3 号 （077）569－5559 

奈良営業所 630-8225 奈良県奈良市西御門町 27-1 （0742）25－2626 

姫路営業所 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町 156 （079）226－3600 

神戸営業所 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通 8-3-5 （078）222-1144 

川西営業所 666-0016 兵庫県川西市中央町 3 番 2 号  （072）759-3400 

加古川営業所 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家 2468 （079）453－5333 

加西営業所 680-0845 兵庫県加西市北条町横尾 1019-3 （0790）43－8686 

淡路営業所 656-0014 兵庫県洲本市桑間 753-8 （0799）24－1830 

≪ 中部エリア ≫ 

春日井営業所 486-0944 愛知県春日井市大和通 1 丁目 86 番地 （0568）35－5535 

豊田営業所 471-0028 愛知県豊田市神明町 1 丁目 37 番地 （0565）41-7162 

四日市営業所 510-0075 三重県四日市市安島 1 丁目 2-5 （059）359－5551 

浜松営業所 430-0946 静岡県浜松市中区元城町 219-21 （053）459-5656 

≪ 関東エリア ≫ 

東京営業所 151-0053 東京都渋谷区代々木 1-58-16 （03）5302－1511 

羽村営業所 205-0011 東京都羽村市五ノ神４-15-11 （042）533-5147 

宇都宮営業所 329–0502 栃木県下野市下古山 2945 番地 6 （0285）51－0777 

太田営業所 373-0852 群馬県太田市新井町 516-1 （0276）60-5553 

 


