
通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の事
務所の有無

取扱職種　 受理番号

1 ディーピーティー㈱ 愛知県名古屋市 http://www.dpt-inc.co.jp 0120-192-390 無
工場

車業界
食品業界　他

09-職ー0001

2 ㈱アイデム 東京都新宿区 http://smartagent.jp/ 0120-919-930 無
営業

メーカー
管理部門　他

09-職ー0002

3 シーデーピージャパン㈱ 栃木県宇都宮市 http://www.cdpjp.com
028-651-6123
0120-985-825

有
技術部門

製造部門　他
09-職ー0003

4 ランスタッド㈱ 東京都千代田区 0120-078663 有
管理部門

営業マーケティング
事務　他

09-職ー0004

5 日総工産㈱ 神奈川県横浜市 http://www.nisso.co.jp
028-633-0731
0120-717-450

有 製造業　他 09-職ー0005

6 ㈱パック・エックス 東京都港区 http://www.pac-ex.com 0120-279-106 無 パチンコ業界 09-職ー0006

7 アデコ㈱ 東京都港区 http://www.adecco.co.jp 0120-510-699 有
事務

管理系
企画系　他

09-職ー0007

8 Man to Man ㈱ 愛知県名古屋市 http://www.man-to-man-g.com
052-262-8844
0120-106-716

無 製造業務 09-職ー0008

9 WDB㈱ 東京都千代田区 http://www.wdb.com 0120-14-6811 有
研究開発職
品質管理

理系専門職　他
09-職ー0011

10 テンプスタッフ㈱ 東京都渋谷区 http://www.tempstaff.co.jp 0120-102-260 有
事務職

専門事務職
研究開発　他

09-職ー0014

11 ㈱キャリアブレイン 東京都港区 http://www.cabrain.net/ 0120-987-170 無
薬剤師
看護師

介護職　他
09-職ー0015

12 ㈱セントメディア 東京都新宿区 http://www.saintmedia.co.jp/ 0120-1069-14 無
営業系
事務系

医療福祉関連　他
09-職ー0016

職業紹介事業者一覧【栃木局】
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通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の事
務所の有無

取扱職種　 受理番号

職業紹介事業者一覧【栃木局】

http://www.career-system.net

http://www.kencareer.jp

14 ヒューマンリソシア㈱ 東京都新宿区 http://resocia.jp/ 0120-95-3085 有
営業系
事務系

技術系　他
09-職ー0019

15 ㈱フルキャスト 東京都品川区 http://www.fullcast.co.jp/fullcast/ 0120-810-315 有
倉庫内業務
搬入出業務

工場内業務　他
09-職ー0020

16 エヌエス・テック㈱ 神奈川県横浜市 http://www.nstec.co.jp 0120-1691-00 無 製造業界 09-職ー0021

17 ㈱ユーオーエス 愛知県名古屋市 http://uos.co.jp/ 0120-351-451 無 ガソリンスタンド業務 09-職ー0022

18 東洋ワーク㈱ 宮城県仙台市 http://www.toyowork.co.jp/
022-225-5052
0120-104-458

無
製造職

物流関係
事務職　他

09-職ー0023

19 ㈱ユニバーサルスタイル 東京都中央区 http://www.universalstyle.co.jp/ 03-6811-5657 無
営業
人事

総務　他
09-職ー0024

20 ㈱ワークスタッフ 徳島県徳島市 http://www.ws-gp.co.jp/
0120-093740
0285-51-0777

有
製造
介護

事務　他
09-職ー0025

21 エムスリーキャリア㈱ 東京都港区 https://agent.m3career.com/ 0120-981-590 無 薬剤師 09-職ー0026

http://www.hoikujyouhou.com/

https://www.kaigokyuujin.net/

23 マンパワーグループ㈱ 神奈川県横浜市 http://www.manpowergroup.jp/ 0120-887-326 有
事務系
販売系

営業系　他
09-職ー0030

24 アドバンテック㈱ 大阪府大阪市 http://www.advan-t.com 03-5339-3223 無
研究職

エンジニア
事務　他

09-職ー0031

22 ㈱アスカ 群馬県高崎市
028-610-8232
0120-777-277

有
保育士 幼稚園教諭

介護系
調理師　他

09-職ー0027

13 ㈱キャリアシステム 大阪府大阪市 0120-505-169 無 建設業界 09-職ー0018
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通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の事
務所の有無

取扱職種　 受理番号

職業紹介事業者一覧【栃木局】

25 ㈱リクルートスタｯフィング 東京都中央区
http://www.r-

staffing.co.jp/sol/op10/sd01/
028-610-8050 有

OA事務
テレマーケティング

営業職　他
09-職ー0032

26 テンプスタッフ・テクノロジー㈱ 東京都渋谷区 http://www.temptech.co.jp/ 028-610-7911 有
SEプログラマー

ネットワークエンジニア
運用管理　他

09-職ー0034

27 ㈱モード・プランニング・ジャパン 東京都中央区 http://www.kirara-support.com 0120-997-177 無
保育士
栄養士

看護師　他
09-職ー0035

29 ㈱C60 東京都千代田区 http://www.c60.co.jp 03-4590-9959 無
サーバーエンジニア

ネットワークエンジニアプログラマー
他

09-職ー0040

http://work-4.com/

http://www.three-sides.jp/

31
社会福祉法人太田市社会福祉協議

会
高齢者・福祉人材無料職業紹介所

群馬県太田市 http://otashakyo.jp/
0276-46-6044
0276-48-9599

無
軽作業
介護職

宿直　他
09-職ー0045

http://answers.ten-navi.com

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

http://plant.ten-navi.com

33 （株）TS工建 大阪府大阪市 http://iryouworker.com/ 0120-704-557 無
看護関連

リハビリ・介護関連
薬剤師　他

09-職-0047

34 （株）ティビィシィ・スキヤツト
栃木県宇都宮市/

小山市
http://cs.tbcscat.jp/

028-651-5633
0285-23-5779

有
事務系

医療・介護系
IT・技術系　他

09-職-0048

35 （株）大榮サービスクリエーター 東京都千代田区 http://www.e-dsc.co.jp 03-3291-1971 無
保育士

医療業界
配ぜん人　他

09-職-0049

36 （株）アイ・キュー 東京都港区 http://www.jinzai-bank.net 03-3560-1919 無
専門技術職
事務系　他

09-職-0050

看護師
助産師・保健師
各技術職　他

09-職-004632 （株）クイック 東京都港区
0120-017-919
0120-512-919

無

30 ㈱スリーサイズ 福岡県福岡市 0120-38-43-38 無
医療介護業界

治療業界
09-職ー0042

保育士 09-職ー003928 ㈱ネクストビート 東京都渋谷区 0120-071-639 無http://www.hoikushibank.com/
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通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の事
務所の有無

取扱職種　 受理番号

職業紹介事業者一覧【栃木局】

37 （株）クロスリンク 東京都新宿区 http://caresapo.com 03-5357-7120 無
セラピスト

マッサージ・整体　他
09-職-0051

38 （株）関西メディカルファーマシー 大阪府大阪市 　https://nurse-happiness.net/ 06-6753-8011 無
薬剤師・医師・獣医師

歯科医師・看護師
医療技術者　他

09-職ー0052

39 （株）Life Lab 東京都港区 https://www.life-lab.co.jp/ 03-5544-8666 無 農業・林業・漁業 09-職ー0053

40
アポプラスステーション(株)

さいたま営業所
埼玉県さいたま市 http://www.medical-job.jp 0120-332-290 無

看護師・保健師・
登録販売者・薬剤師

09-職-0054

41 アシマ株式会社 埼玉県さいたま市 http://www.e-asima.com/ 0120-08-6705 無
ＩＴエンジニア等、
会計・人事等の

事務的職業、営業
09-職ー0055

42 アイビーシー株式会社 東京都港区 http://www.p-ibc.co.jp 03-5423-2930 無 パチンコ業界関連 09-職ー0056

43 株式会社東洋システムサイエンス 神奈川県横浜市 http://www.dieti.biz/ 045-451-3191 無
管理栄養士・

栄養士・調理師
09-職-0057

44 キャリアロード株式会社 東京都港区 https://www.careerroad.co.jp/work/ 0120-377-720 有
物流系軽作業、営業

各種オフィスワーク、サービス
エンジニア、添乗員等

09-職-0058

45 レバレジーズ株式会社 東京都渋谷区 https://career.levtech.jp 03-5774-1632 無
エンジニア
クリエイター

09-職-0059

46 株式会社　ツクイスタッフ 神奈川県横浜市 http://www.tsukui-staff.net/ 0120-925-291 有
福祉業界
医療業界

09-職-0060

47 with Career株式会社 東京都千代田区 https://j-depo.com/ 0120-918-281 無
正看護師
准看護師

09-職-0061

http://www.rimrip.co.jp

https://kango-tenshoku.jp

各分野
全職種

09-職-006248 リムリップ株式会社 愛知県名古屋市 0120-811-338 無
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通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の事
務所の有無

取扱職種　 受理番号

職業紹介事業者一覧【栃木局】

49 アイマッチング株式会社 東京都港区 http://taxi-carrier.com/ 0120-971-746 無 全職種 09-職-0063

50 ライセンススクールコーポレーション株式会社 京都府京都市 http://lsc-gold.com/kyujin/area/tochigi/ 075-342-0477 無
保育士、栄養士、

管理栄養士
09-職-0064

https://www.hoikuplus.com/

https://www.kaigoplus.com/

52 レバレジーズキャリア株式会社 東京都渋谷区 https://job.kiracare.jp 0120-295-888 無
ヘルパー

ケアマネージャー
生活相談員

09-職-0066

53 C４株式会社 神奈川県横浜市 https://sekokan-navi.jp/ 0120-244-104 無 建設技術 09-職ｰ0067

54 株式会社　ニッソーネット 大阪府大阪市 http://kaigobatake.jp/ 0120-921-871 有 介護士・看護助手他 09-職ｰ0068

55 V－Job株式会社 神奈川県横浜市 http://v-job.co.jp 045-565-9962 無 全職種 09-職ｰ0069

56 株式会社エス・エム・エスキャリア 東京都港区 https://www.sms-c.co.jp 03-6721-2448 無 医療・介護 09-職-0070

保育士・幼稚園教諭
介護士・ケアマネ

09-職-006551 株式会社　フェスコム 東京都千代田区 0120-915-453 無
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通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の
事務所の

有無
取扱職種　 受理番号

501 ディーピーティー㈱ 愛知県名古屋市 0120-192-390 無
工場

車業界
電子業界　他

09－派-0001

502 シーデーピージャパン㈱ 栃木県宇都宮市 http://www.cdpjp.com/
028-651-6123
0120-985-825

有
技術部門

製造部門　他
09－派-0002

503 ランスタッド㈱ 東京都千代田区 0120-032051 有
事務オフィスワーク

営業
販売接客　他

09－派-0003

504 日総工産㈱ 神奈川県横浜市 http://www.nisso.co.jp
028-633-0731
0120-717-450

有 製造業　他 09－派-0004

505 ㈱パソナ 東京都千代田区 http://www.pasona.co.jp 0120-707-707 有
オフィスワーク系
コールセンター系

IT系　他
09－派-0005

506 アデコ㈱ 東京都港区 http://www.adecco.co.jp/ 0120-510-699 有
事務

管理系
企画系　他

09－派-0006

507 ㈱リンカン・スタッフサービス 神奈川県大和市 http://www.rinkan-staff.co.jp 046-200-6600 無
製造
物流

事務職
09－派-0007

508 ㈱セントメディア 東京都新宿区 http://www.saintmedia.co.jp/ 0120-1069-14 無
コールセンター

事務
接客販売　他

09－派-0008

509 パワースタッフ㈱ 栃木県宇都宮市 http://powerstaff.jp/ 028-613-6778 有
製造
物流

一般事務　他
09－派-0009

510 Man to Man ㈱ 愛知県名古屋市 http://www.man-to-man-g.com
052-262-8844
0120-106-716

無
製造業務
一般事務

営業事務　他
09－派-0010

511 WDB㈱ 東京都千代田区 http://www.wdb.com 0120-14-6811 有
研究開発

理系専門職
技術職　他

09－派-0012

労働者派遣事業者一覧【栃木局】
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通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の
事務所の

有無
取扱職種　 受理番号

労働者派遣事業者一覧【栃木局】

512 テンプスタッフ㈱ 東京都渋谷区 http://www.tempstaff.co.jp 0120-102-260 有
事務職

専門事務職
研究開発　他

09－派-0015

513 ゼネラルエンジニアリング㈱ 東京都大田区 http://www.geng.co.jp/ 03-3735-1084 無
機械設計エンジニア

電気電子設計エンジニア
制御組込エンジニア

09－派-0016

http://www.career-system.net

http://www.kencareer.jp

515 ヒューマンリソシア㈱ 東京都新宿区 http://resocia.jp/ 0120-95-3085 有
オフィス部門

セールスプロモーション部門
クリエイティブ部門　他

09－派-0018

516 ㈱トラスト・テック 東京都港区 http://www.trust-tech.jp 028-651-6446 有
機械
電気

電子　他
09－派-0019

517 ㈱ワールドインテック 福岡県北九州市 http://www.witc.co.jp 0120-93-8686 有
製造分野
技術分野

研究分野　他
09－派-0020

518 ㈱フルキャスト 東京都品川区 http://www.fullcast.co.jp/fullcast/ 0120-810-315 有
倉庫内業務
搬入出業務

工場内業務　他
09－派-0021

519 ㈱パソナマーケティング 大阪府大阪市 http://www.pasona-marketing.co.jp 03-6734-1223 無
営業系

販売接客系
09－派-0022

520 エヌエス・テック㈱ 神奈川県横浜市 http://www.nstec.co.jp 0120-1691-00 有 製造業界 09－派-0023

521 東洋ワーク㈱ 宮城県仙台市 http://www.toyowork.co.jp/
022-225-5052
0120-104-458

無
製造職

物流関係
事務職　他

09－派-0024

522 ㈱ワークスタッフ 徳島県徳島市 http://www.ws-gp.co.jp/
0120-093740
0285-51-0777

有
製造業務

介護
福祉業務　他

09－派-0025

09－派-0017514 ㈱キャリアシステム 大阪府大阪市 0120-505-169 無
土木
建築

設備　他

09-ha-0015.pdf
http://www.tempstaff.co.jp/
09-ha-0016.pdf
http://www.geng.co.jp/
http://www.career-system.net/
http://www.kencareer.jp/
09-ha-0018.pdf
http://resocia.jp/
09-ha-0019.pdf
http://www.trust-tech.jp/
09-ha-0020.pdf
http://www.witc.co.jp/
09-ha-0021.pdf
http://www.fullcast.co.jp/fullcast/
09-ha-0022.pdf
http://www.pasona-marketing.co.jp/
09-ha-0023.pdf
http://www.nstec.co.jp/
09-ha-0024.pdf
http://www.toyowork.co.jp/
09-ha-0025.pdf
http://www.ws-gp.co.jp/
09-ha-0017.pdf


通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の
事務所の

有無
取扱職種　 受理番号

労働者派遣事業者一覧【栃木局】

523 エムスリーキャリア㈱ 東京都港区 https://agent.m3career.com/ 0120-981-590 無 薬剤師 09－派-0026

http://www.hoikujyouhou.com/

https://www.kaigokyuujin.net/

525 マンパワーグループ㈱ 神奈川県横浜市 http://www.manpowergroup.jp/ 0120-887-326 有
事務系
販売系

営業系　他
09－派-0029

526 アドバンテック㈱ 大阪府大阪市 http://www.advan-t.com 03-5339-3223 無
研究職

エンジニア
事務　他

09－派-0030

527 ㈱ライズ 千葉県松戸市 http://www.rise-jms.jp/
0120-596-594
047-703-4510

無
施工管理

設計
積算　他

09－派-0031

528 ㈱リクルートスタｯフィング 東京都中央区
http://www.r-

staffing.co.jp/sol/op10/sd01/
028-610-8050 有

OA事務
テレマーケティング

営業職　他
09－派-0032

529 トーテックアメニティ㈱ 東京都品川区 http://www.totec.jp/
0120-33-1019
03-5436-2100

無
電気電子設計エンジニア

組込ソフトウェア開発エンジニア
機械設計エンジニア　他

09－派-0034

530 テンプスタッフ・テクノロジー㈱ 東京都渋谷区 http://www.temptech.co.jp/ 028-610-7911 有
SEプログラマー

ネットワークエンジニア
運用管理　他

09－派-0036

531 ㈱アウトソーシングテクノロジー 東京都千代田区 http://www.ostechnology.co.jp/
03-3286-4224
028-614-1216

有
機械系エンジニア

電気電子系エンジニア
IT系エンジニア

09－派-0037

532 ㈱インテリジェンス 東京都千代田区 http://www.inte.co.jp/
0120-699-880
0120-699-322

無
OA操作

データ入力
一般事務　他

09－派-0038

533 日本マニュファクチャリングサービス㈱ 東京都新宿区 http://www.n-ms.co.jp/ 0120-332-298 無
工場
設計

開発　他
09－派-0039

保育士 幼稚園教諭
介護系

調理師　他
09－派-0027524 ㈱アスカ 群馬県高崎市

028-610-8232
0120-777-277

有

09-ha-0026_2.pdf
https://agent.m3career.com/
http://www.hoikujyouhou.com/
https://www.kaigokyuujin.net/
09-ha-0029.pdf
http://www.manpowergroup.jp/
09-ha-0030.pdf
http://www.advan-t.com/
09-ha-0031.pdf
http://www.rise-jms.jp/
09-ha-0032.pdf
http://www.r-staffing.co.jp/sol/op10/sd01/
http://www.r-staffing.co.jp/sol/op10/sd01/
09-ha-0034.pdf
http://www.totec.jp/
09-ha-0036.pdf
http://www.temptech.co.jp/
09-ha-0037.pdf
http://www.ostechnology.co.jp/
09-ha-0038.pdf
http://www.inte.co.jp/
09-ha-0039.pdf
http://www.n-ms.co.jp/
09-ha-0027.pdf


通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の
事務所の

有無
取扱職種　 受理番号

労働者派遣事業者一覧【栃木局】

534 ㈱スタッフサービス 東京都千代田区 http://www.staffservice.co.jp/
0120-022-537
0120-515-045
0120-022-938

有
オフィスワーク

介護
設計　他

09－派-0040

535 ㈱エヌ・アンド・シー 東京都港区 http://www.nandc.co.jp/ 048-658-8236 無
建築
土木

建築設備　他
09－派-0041

536 （株）ティビィシィ・スキヤツト
栃木県宇都宮市

/小山市
http://cs.tbcscat.jp/

028-651-5633
0285-23-5779

有
事務系

医療・介護系
IT・技術系　他

09-派-0043

537
(株）テクノプロ

（テクノプロ・デザイン社）
東京都港区 http://www.technopro.com/design/ 028-638-6935 無

機械
電子・電気

ソフトウェア　他
09-派-0044

538 （株）テクノ・サービス 東京都千代田区 http://www.hatarakunavi.net 0120-709-707 無
製造派遣
業務請負

09-派-0045

539 （株）ヒューマントラスト 東京都千代田区 http://www.humantrust.co.jp 0120-55-1069 無
営業・販売

製造・物流・作業
ＩＴ・テクニカル　他

09-派-0046

540 ワークスタッフ(株) 茨城県守谷市 http://www.work-st.com/ 0120-0120-39 有
製造・組立、フォークリフトオペレーター

梱包・仕分け、検査・検品、事務
販売・サービス、キャディ

09-派-0047

541 アシマ株式会社 埼玉県さいたま市 http://www.e-asima.com/ 0120-08-6705 無
ＩＴエンジニア等、会計・人事等

の事務的職業、営業
09-派-0048

542 株式会社東洋システムサイエンス 神奈川県横浜市 http://www.dieti.biz/ 045-451-3191 無
管理栄養士・

栄養士・調理師
09-派-0049

543 サンヴァーテックス株式会社 群馬県高崎市 http://www.sunvertex.co.jp 0120-383886 無
オフィス系、製造系、技術系

語学系、営業・販売・サービス系
09-派-0050

544 キャリアロード株式会社 東京都港区 https://www.careerroad.co.jp/work/ 0120-377-720 有
物流系軽作業、営業

各種オフィスワーク、サービス
エンジニア、添乗員等

09-派-0051

09-ha-0040.pdf
http://www.staffservice.co.jp/
09-ha-0041.pdf
http://www.nandc.co.jp/
09-ha-0043.pdf
http://cs.tbcscat.jp/
09-ha-0044.pdf
09-ha-0044.pdf
http://www.technopro.com/design/
09-ha-0045.pdf
http://www.hatarakunavi.net/
09-ha-0046.pdf
http://www.humantrust.co.jp/
09-ha-0047.pdf
http://www.work-st.com/
09-ha-0048.pdf
http://www.e-asima.com/
09-ha-0049.pdf
http://www.dieti.biz/
09-ha-0050.pdf
http://www.sunvertex.co.jp/
09-ha-0051.pdf
https://www.careerroad.co.jp/work/


通し番号 事業所名 本社所在地 HPアドレス 連絡先
栃木県内の
事務所の

有無
取扱職種　 受理番号

労働者派遣事業者一覧【栃木局】

545 株式会社デザインネットワーク 東京都千代田区 http://www.design-network.co.jp 03-3233-3371 無
機械設計、電気電子設計、

ソフトウエア設計
09-派-0052

546 株式会社　ツクイスタッフ 神奈川県横浜市 http://www.tsukui-staff.net/ 0120-925-291 有
福祉業界
医療業界

09-派-0053

547 レバレジーズ株式会社 東京都渋谷区 https://hataractive.jp 03-4455-9008 無 営業・販売・エンジニア等 09-派-0054

548 C４株式会社 神奈川県横浜市 https://sekokan-navi.jp/ 0120-244-104 無 建設技術 09-派ｰ0055

549 株式会社　ニッソーネット 大阪府大阪市 http://kaigobatake.jp/ 0120-921-871 有 介護士・看護助手他 09-派ｰ0056

09-ha-0052.pdf
http://www.design-network.co.jp/
09-ha-0053.pdf
http://www.tsukui-staff.net/
09-ha-0054.pdf
https://hataractive.jp/
09-ha-0055.pdf
https://sekokan-navi.jp/
09-syoku-0067.pdf
http://kaigobatake.jp/

