
職業紹介事業
　職業紹介事業は、無料で勤労権及び職業選択の自由を保障するためのセーフティーネットとしての「政府

機関のハローワーク」と「民営の職業紹介所」があり、この両者があいまって、効果的・効率的な職業紹介事

業を行うようになっています。

　鳥取県内には「ハローワーク」が県下４ヶ所（出張所含む）にありますが、民営の職業紹介所も、次のとおり

存在しています。

　なお、民営の職業紹介所においては、手数料が必要な場合もありますのでご留意ください。

有料紹介事業所一覧 30.1.1現在

許可番号 事業所名 住所 電話番号 職種

31-ユ-010001 愛育ケア・ワーカー紹介所 鳥取市茶町320 0857-22-4546
家庭生活支援サービスの職業
飲食物調理の職業
その他のサービスの職業

31-ユ-010004 有限会社　ケア・サービス博愛 鳥取市吉方温泉2丁目516 0857-22-2095
家庭生活支援サービスの職業
飲食物調理の職業
その他のサービスの職業

31-ユ-010006 扶桑興業　株式会社 鳥取市永楽温泉町161 0857-24-5100

会社・団体の役員／管理職員
事務員／販売員／商品仕入
販売外交員／情報処理技術者
自動車運転の職業

31-ユ-020005 有限会社　新生ケア・サービス 米子市熊党200番1 0859-27-1439
専門的・技術的職業
家政婦（夫）

31-ユ-020006 有限会社　ケアサービス米子 米子市両三柳267 0859-22-3332 全職種

31-ユ-020007 有限会社　アンプロワ配ぜん人紹介所 米子市両三柳325-2 0859-48-1811 配ぜん人

31-ユ-040001 鳥取ガイドクラブ観光バスガイド紹介所 八頭郡八頭町船岡689-6 0858-72-0899 観光バスガイド

31-ユ-300001 株式会社　情報サービス鳥取 鳥取市富安1-74-3 0857-22-1651 全職種

31-ユ-300002 株式会社　インサイト 米子市新開2丁目14-38 0859-38-3800
専門的・技術的職業/管理的職業
事務的職業/販売の職業

31-ユ-300009 メモリ-企画 米子市彦名町6771番地1 0859-29-1432
観光バスガイド
商品販売
その他のサービスの職業

31-ユ-300010 ＮｉＢホールディングス 米子市道笑町2丁目227-4 0859-35-6522 全職種

31-ユ-300012 株式会社　ナレッジサポート
鳥取市湖山町東5-206
花木ビル3F

0857-30-2333 職業分類中分類49職種

31-ユ-300013 株式会社　カインドサービスエージェンシー 鳥取市山城町5-11 0857-20-1909 全職種

31-ユ-300014 株式会社　LASSIC 鳥取市南吉方三丁目201-3 0857-54-1070 全職種

31-ユ-300017 株式会社　RJ 鳥取市上味野44-3 0857-50-0462 全職種

31-ユ-300028 有限会社　ほうき塾 倉吉市山根540番地1 0858-26-5800 全職種

31-ユ-300029 マルコウ運輸　株式会社 米子市高島266番地10 0859-27-0025 全職種

31-ユ-300030 有料職業紹介所　ロジスティック　ヨナゴ 米子市旗ヶ崎二丁目15番1号 0859-33-1231
自動車運転の職業
その他の輸送の職業
定置・建設機械運転の職業

31-ユ-300031 一般社団法人　ひだまり 鳥取市吉方温泉一丁目212番地 0857-27-7867 全職種

31-ユ-300032 みつわビル管理　株式会社 米子市安倍22番地の1 0859-29-7891 全職種



許可番号 事業所名 住所 電話番号 職種

31-ユ-300033 ＭＯＹＯＲＩＮＯ 鳥取市瓦町101エステートビルⅥ 2F 0857-25-0330 全職種

31-ユ-300034 ＮＰＯ法人　ライセンスワーク 米子市上後藤2丁目6-14 0859-30-4856 全職種

31-ユ-300035 株式会社　Ｅ－ＳＴＡＦＦ
鳥取市南吉方1丁目116番地1
駅南ハイツ101号

0857-20-0007 全職種

31-ユ-300036
特定非営利活動法人
なんぶ里山デザイン機構職業紹介所

西伯郡南部町浅井938番地 0859-21-1595

全職種
求人者：就業場所が鳥取県
西伯郡、米子市、境港市、日
野郡内の者
求職者：西伯郡南部町に現
住所を有する者並びに住所
を定めようとする者

31-ユ-300037 PROPRO　株式会社
倉吉市上井360番地1
小笹ビル1階1号

0858-38-9032 全職種

31-ユ-300038 流通　株式会社 倉吉市巌城997番地3 0858-22-1211 全職種

13-ユ-010444-21 パソナキャリアカンパニー鳥取支店 鳥取市富安2-159久本ビル3Ｆ 0857-36-0608 全職種

13-ユ-010444-199
パソナキャリアカンパニー
ミドル・シニア・レディーズ仕事ぷらざ鳥
取　(鳥取県委託事業)

鳥取市扇町115番地1
鳥取駅前第一ビルディング1階

0857-36-8222 全職種

13-ユ-010444-201
パソナキャリアカンパニー
ミドル・シニア・レディーズ仕事ぷらざ倉
吉　(鳥取県委託事業)

倉吉市山根557-1
パープルタウン1階

0858-48-9898 全職種

 13-ユ-300011-36 株式会社テクノ・サービス　鳥取営業所
鳥取市南吉方1-63-1 農協共済
福祉事業団本社ビル4階B号室
及びC号室

0857-21-9100 全職種

 13-ユ-010724-41
株式会社スタッフサービス
鳥取第一オフィス

鳥取市扇町7番
鳥取フコク生命駅前ビル5Ｆ

0857-27-2701 全職種

13-ユ-300230-88
株式会社リクルートキャリアコンサルティング
鳥取オフィス

鳥取市今町2-251
日本生命鳥取駅前ビル5F

0857-36-0188 全職種

13-ユ-305189-10
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ　さんいんみらい事業
所鳥取事務所

鳥取市永楽温泉町162
凡平ビル4階

0857-30-7471 全職種

13-ユ-305189-12
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ　さんいんみらい事業
所倉吉事務所

倉吉市見日町600番地2F 0858-24-6551 全職種

13-ユ-305189-19
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ　さんいんみらい事業
所米子事務所

米子市中町14番地2 レクシスミズ
ノ4階4F号室

0859-38-1277 全職種

14-ユ-010068-15
マンパワーグループ株式会社
鳥取サテライトオフィス

鳥取市扇町７
鳥取フコク生命駅前ビル3F

0857-29-2655 全職種

14-ユ-300175-8 株式会社オーエスピー　米子営業所
米子市加茂町二丁目180番地
国際ファミリープラザ707号室

0859-37-2533 全職種

14-ユ-150026-81 日総工産株式会社　米子オフィス
米子市加茂町二丁目139番地多
田ビル2階

0859-21-8523 全職種

15-ユ-010020-5
テンプスタッフフォーラム株式会社
鳥取支店

鳥取市扇町115番1
鳥取駅前第一生命ビルディング1F

0857-27-2020 全職種

15-ユ-010020-6
テンプスタッフフォーラム株式会社
米子支店

米子市加茂町2-204
米子商工会議所会館6F

0859-38-0111 全職種

27-ユ-010223-16
テルウェル西日本株式会社　中国支店
鳥取営業支店

鳥取市湯所町2-258
NTT鳥取支店湯所ビル1階

0857-24-8585 全職種

27-ユ-300804-3
ＪＰツーウェイコンタクト株式会社
鳥取プロスペリティセンタ―

鳥取市若葉台南五丁目17番1号 0857-52-1111 全職種



許可番号 事業所名 住所 電話番号 職種

27-ユ-300175-43 株式会社フジワーク　鳥取事業所 鳥取市扇町3番東栄ビル1F 0857-26-1038 全職種

36-ユ-300013-19 株式会社ワークスタッフ　鳥取営業所
鳥取市富安2丁目61番地
アリモトビル2階

0857-37-0101 全職種

36-ユ-300013-33 株式会社ワークスタッフ　米子営業所 米子市米原5丁目7番15号 0859-35-2600 全職種

40-ユ-300636-020 株式会社ワールドインテック鳥取営業所
鳥取市南吉方1-114-3
エステートビル2 2F

0857-23-2017 全職種

43-ユ-010054-4 株式会社リフティングブレーン鳥取営業所 鳥取市千代水1丁目22-1 0857-38-2722 全職種



無料紹介事業所一覧 30.1.1現在

許可番号 事業所名 住所 電話番号 職種

31-ム-010001
社会福祉法人　鳥取県社会福祉協議会
福祉人材無料職業紹介所

鳥取市伏野1729-5 0857-59-6336  社会福祉事業に従事する職業

31-ム-010003
公益社団法人　鳥取県看護協会
看護師等無料職業紹介所

鳥取市江津318-1 0857-25-1222
保健師/助産師/看護師/准看護師
「看護学校、養成所等において看護資格
をもって教育を行う業務」

31-ム-010005
一般社団法人　鳥取県薬剤師会
薬剤師無料職業紹介所

鳥取市吉方温泉3-751 0857-27-6161 薬剤師

31-ム-010006
一般財団法人　鳥取県労働者福祉協議会
鳥取県地域無料職業紹介所

鳥取市天神町30番地5
鳥取県労働会館3F

0857-27-4188 全職種

31-ム-300003
公益財団法人　ふるさと鳥取県定住機構
無料職業紹介所

鳥取市扇町7番地 0857-24-4740 全職種

31-ム-300004
有限会社　米子情報処理センター
無料職業紹介所

境港市松ヶ枝町1番地 0859-47-6010 全職種

31-ム-300005
無料職業紹介所
株式会社　アピオン

倉吉市山根540-6 0858-26-7272 全職種

31-ム-300006 青木無料職業紹介所 鳥取市的場2丁目37番地 0857-51-7251 全職種

31-ム-300010
公益財団法人　鳥取県体育協会
無料職業紹介所

鳥取市東町一丁目220番地 0857-26-7802

全職種
求職者：国民体育大会出場を目指すス
ポーツ選手
求人者：鳥取県内の事業所

31-ム-300011
社会福祉法人　伯耆町社会福祉協議会
無料職業紹介事業所

西伯郡伯耆町大殿1010番地 0859-68-4635
全職種
求職者：伯耆町生活困窮者自立支援事業
の相談者

13-ム-030002-31
公益財団法人　産業雇用安定センター
鳥取出向者等無料職業紹介所

鳥取市東品治町102
鳥取駅前ビル4F

0857-20-1500

出向・移籍等による事業主及びその従業
員並びにその他求職者（事業主経由でな
い個人の在職する求職者及び離職した求
職者）


