労働者派遣事業
「労働者派遣」とは、派遣労働者を雇用する事業主がこの労働者を雇用したまま、労働者を必要とする別の事業主
の指揮の下で期間を定めて就業させることをいいます。
労働者派遣を事業として行うためには、労働大臣の許可が必要ですが、鳥取県内には次の事業所が労働大臣の
許可を受け、事業を実施しています。なお、労働者派遣事業には、平成30年9月29日までの間、常用労働者のみを
対象にしている「（旧）特定労働者派遣事業所」もあります。

(旧)特定労働者派遣事業所
届出番号

30.1.1現在
事業所名

住

所

電話番号

特31-010013

谷本電機

鳥取市布勢291-6

0857-28-0255

特31-020007

株式会社 ヨナゴシーズ

米子市諏訪167番地1

0859-26-0613

特31-020009

株式会社 ケーオウエイ情報通信 米子支店

米子市両三柳328

0859-24-0551

特31-020013

株式会社 日本マイクロシステム

米子市高島28-1

0859-27-1887

特31-020014

白鳥ケアサービス 株式会社

米子市二本木538番地1

0859-36-8288

特31-300009

有限会社 テクノエイド

鳥取市吉方町2丁目371

0857-21-9558

特31-300017

エム・ジェイ・ソフテック 株式会社

鳥取市扇町3番地 東栄ビル

0857-37-2577

特31-300023

株式会社 光コンサルタント

東伯郡琴浦町赤碕2540-12

0858-55-1889

特31-300030

株式会社 開発コンサルタント

鳥取市南吉方1丁目103番地

0857-26-2400

特31-300033

シンワ技研コンサルタント 株式会社

米子市道笑町四丁目12番地24

0859-34-2141

特31-300035

株式会社 カツキ

境港市竹内団地117番地

0859-45-0008

特31-300038

アサヒコンサルタント 株式会社

鳥取市千代水4丁目28

0857-28-5191

特31-300044

株式会社 広洋コンサルタント

米子市車尾3丁目1番46号

0859-22-5501

特31-300050

有限会社アプロ

米子市米原2丁目3番20アーバンプラザ1階1号

0859-31-8321

特31-300055

ダイニチ技研 株式会社

西伯郡大山町西坪482

0859-54-2111

特31-300056

株式会社 クラフトライブ

鳥取市三津606-2

0857-30-4948

特31-300061

米子王子紙業 株式会社

米子市吉岡373番地

0859-27-4922

特31-300062

因伯通運 株式会社 本店

鳥取市南栄町11番地

0857-53-5000

特31-300063

株式会社 CNG・WEST

鳥取市滝山468番地17

090-8361-6975

特31-300065

ワタナベ工業 有限会社

米子市熊党316番地4

0859-27-5385

特31-300066

株式会社 ケーオウエイ

米子市両三柳328

0859-35-5550

特31-300067

サイトウコンサルタント 株式会社

鳥取市千代水2丁目121番地2

0857-31-4808

特31-300068

有限会社 エンジョイ八○壱

東伯郡琴浦町逢束777番地

0858-52-3939

特31-300070

美保テクノス 株式会社

米子市昭和町25番地

0859-33-9211

特31-300071

植田共栄 株式会社

米子市和田町1202-3

0859-28-8212

特31-300072

有限会社 メディア・テック

米子市河崎3315番地141

0859-29-6743

特31-300076

有限会社 野田組

倉吉市新町2-2404-2

0858-26-0345

特31-300077

鳥取西菱電機 株式会社

鳥取市東品治町102番地鳥取駅前ビル

0857-29-8741

特31-300078

有限会社 いづはら

米子市安倍791-1

0859-24-0566

特31-300081

株式会社 山陰ビデオ映画社

米子市東福原5-3-3

0859-34-3490

特31-300085

有限会社 鳥取オーディオサービス

鳥取市東今在家64番地40

0857-29-0198

特31-300096

株式会社 三伸総合設備

米子市目久美町70番地6

0859-34-6443

特31-300097

株式会社 石原技研 皆生支店

米子市皆生温泉2-20-31

0859-37-5080

特31-300098

株式会社 サンアライブ

境港市三軒屋町4375-14

0859-21-1621

特31-300103

メディクス 有限会社

鳥取市扇町70番地

0857-21-7071

特31-300104

西尾建設

米子市夜見町2987-10

0859-29-7031

特31-300105

ナノセ鳥取 株式会社

鳥取市河原町佐貫1072番地1

0858-85-0211

特31-300107

有限会社 尾崎工務店

鳥取市気高町新町3丁目63番地

0857-82-0438

特31-300110

株式会社 山陰ビデオシステム

米子市新開2-1-7

0859-32-6100

特31-300116

後藤工業 株式会社

米子市日ノ出町2丁目1番1号

0859-33-3159

特31-300117

有限会社 エヌ・ケー

米子市富益町75番地15

0859-48-2023

特31-300121

株式会社 センコースクールファーム鳥取

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬1350番地

0858-35-5238

特31-300123

株式会社 アクシス

鳥取市扇町7番地鳥取フコク生命駅前ビル7階

0857-50-0375

特31-300124

有限会社 いけもと

米子市吉岡355-1番

0859-21-5922

届出番号

事業所名

住

所

電話番号

特31-300125

ケイビーシー 株式会社

鳥取市里仁52番地2

0857-28-8726

特31-300126

有限会社 アップル開陽

東伯郡三朝町大柿264番地

0858-43-3650

特31-300128

山陰すぎもと物流有限会社 本社営業所

米子市二本木1088番地1

0859-30-3222

特31-300130

エレコン 有限会社

鳥取市国府町法花寺104番地1

0857-30-5438

特31-300134

株式会社 アシスタ

米子市皆生温泉二丁目20番31号

0859-30-2655

特31-300136

メガエンジニアリング

境港市竹内町1635番地2

0859-45-5117

特31-300144

株式会社TMC

鳥取市賀露町259-1

0857-77-3080

特31-300147

有限会社メディアステーション

鳥取市吉成639番地11

0857-24-3847

特31-300149

株式会社バードワークス

鳥取市湖山町北二丁目522番地2セコム山陰ITラボラトリー2階

0857-30-4791

特31-300151

三和電機有限会社

東伯郡琴浦町大字箆津80番地2

0858-55-2630

特31-300153

東伯電機有限会社

東伯郡琴浦町大字松谷606番地2

0858-55-2550

特31-300155

株式会社キャルコン

米子市米原五丁目10番20号

0859-21-1240

特31-300158

株式会社テクノスフェロー

鳥取市千代水3丁目57番地

0857-39-9680

特31-300159

有限会社板倉事務所 本社営業所

鳥取市叶428番地2

0857-53-2097

特31-300160

有限会社マイシン測量

米子市永江455番地

0859-26-4466

特31-300162

カンパニー横山

鳥取市国府町法花寺104番地1

0857-29-2000

特13-310515-1

株式会社 グリーンステージ 奥大山ファクトリー

日野郡江府町大字御机字中ソ原836-5 2階

0859-75-3136

特17-010092-13

株式会社 シンクラン 中国支店

米子市灘町3丁目150

0859-31-8640

特27-306887-1

旭東電気株式会社 鳥取事業所 浦安工場

東伯郡琴浦町徳万158番地1

0858-52-2381

特28-300438-1

有限会社 藤田設備 山陰営業所

西伯郡大山町御来屋424番地3

0857-21-5123

特35-300420-3

朝日鉄工 株式会社 米子出張所

西伯郡日吉津村日吉津90

0859-27-0257

