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アクティベイト株式会社
http://activate.co.jp/

パーソルキャリア株式会社
（旧社名：株式会社インテリジェンス）
https://www.persol-
group.co.jp/service/personal/index.html
?from_gn

株式会社リクルートキャリア
https://www.recruitcareer.co.jp/

ヒューレックス株式会社
https://www.hurex.jp/

株式会社インターワークス
http://www.interworks-987.co.jp

株式会社
社会人材コミュニケーションズ
https://www.shakaijinzai.com/

株式会社パソナ
パソナキャリアカンパニー
http://www.pasonacareer.biz/

岩手県プロフェッショナル人材拠点登録人材紹介事業者一覧（登録順）      　　　　（平成30年6月1日）

1
東京都
港区

03-6450-1364
エグゼクティブ・管理者層を得意とする。
職種・業種を問わない。

3
東京都
中央区

022-716-2760

日本最大級の転職エージェントサービスです。人材を求める企業と転職を考える
個人を結ぶ事業を展開しています。2014年度は、30歳前後のビジネスパーソンを
中心に約37万9000名（※）の転職活動をサポート。転職実現実績は2万6000名
（※）。求人企業と転職希望者双方のニーズに応えています。　※2014年実績

4

5
岩手県
盛岡市

019-622-1501 製造業、一般事務

6
東京都
港区

03-6435-9923

成長する企業様に、当社独自の登録人材をご紹介いたします。当社の特長は、自
ら手を挙げて新たな役割を担うための教育プログラムを受講した意欲ある人材が
揃っている点です。さらに人となりまでわかる豊富な情報量でご提案します。企業
様が必要とする情報を面談前からご提供することで、採用にかかるリスクやコスト
を低減します。当社登録者の特長は以下の通りです。
・年齢は３０代後半～５０代
・主に大企業にてマネジメントを経験した方でありながら、自ら手を動かせる方
・業種は製造・建設・化学・商社・食品・ＩＴと様々ですが、他業種でも活躍できる汎
用スキルを有しています。
・一定規模の組織を管理できる方、制度・仕組みを作れる方、海外事業経験者、総
務人事等管理部門責任者等が多く登録しております

「全国UIJターン求職者と地域の企業様をつなぐ」
業界最大手規模の求職者ご登録をいただいており、ほぼ全ての業界職種のご支
援が可能です。
東北支社（仙台）を含む国内10か所の営業拠点にてサポートさせていただくほか、
業界や職種専任チームに加え、管理職経験者や経営人材に特化した専門組織も
併せ持つ体制で、全国UIJターン求職者と岩手県内の企業様をお繋ぎ致します。

7
東京都

千代田区
019-605-8843

パソナグループ全体で人材紹介事業を実施する事業会社（※１）とアライアンスを
組んでおり、パソナキャリアカンパニーだけでなく、以下の事業会社の登録人材に
ついてもご紹介を実施します。
※１）株式会社パソナ、パソナキャリアカンパニー、株式会社パソナフォーチュン、
株式会社日本雇用創出機構

宮城県
仙台市

022-723-1770

エリア最大規模の人材データベースを活用。地元企業様の「第二人事部」を目指し
ています。
金融機関とも連携し、経営幹部人材、後継者の中継ぎ人材のご紹介に強いことも
特徴のひとつです。

2
東京都

千代田区
03-6370-8173

http://activate.co.jp/
https://www.persol-group.co.jp/service/personal/index.html?from_gn
https://www.persol-group.co.jp/service/personal/index.html?from_gn
https://www.persol-group.co.jp/service/personal/index.html?from_gn
https://www.recruitcareer.co.jp/
https://www.hurex.jp/
http://www.interworks-987.co.jp/
https://www.shakaijinzai.com/
http://www.pasonacareer.biz/
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株式会社ヒューマンライフ
http://www.humanlife-inc.com

株式会社パソナマスターズ
(旧社名：株式会社日本雇用創出機構)
https://www.pasona-masters.co.jp/

アデコ株式会社
http://www.adecco.co.jp/

株式会社エスプール
http://komon-haken.spool.co.jp/

ヒューマンリソシア株式会社
http://www.resocia.jp/

リブライト株式会社
（東洋ワークグループ）
http://www.rebright.co.jp/

8
岩手県
盛岡市

019-606-3244

私共では地域活性化を目指し、企業様の様々なニーズにあった一般職から管理
職、技術職までの人材を紹介いたします。東北6県と東京の人材会社で提携し、
「東北Uターン転職支援協議会」という東北で唯一のネットワークを組んでおりま
す。県内での人材発掘はもとより、近隣他県や関東地域からのUターンを希望され
る人材の確保にも、大きな実績と自信があります。

9
東京都

千代田区
03-6832-7370

パソナグループ。77社の株主企業・賛助会員企業（大手企業77社）の役職定年
者、雇用延長者の出向人材、転籍人材の紹介を実施します。パソナグループ全体
で、人材紹介事業を実施する事業会社(※)とアライアンスを組んでおり、日本雇用
創出機構だけでなく、以下の事業会社の登録人材についても、紹介を実施します。
(※）パソナ　パソナキャリアカンパニー、パソナフォーチュン

10
東京都
港区

019-653-9891

アデコグループは、人財サービスにおいて豊富なソリューションと実績を持つ、世
界60の国と地域でサービス展開するリーディング・カンパニーであり、お客様のベ
ストパートナーであり続けることが、私たちの願いです。
国内外各拠点ネットワークを活かし、各領域に精通したコンサルタントが、求職者と
企業のベストマッチングを創ります。

11
東京都

千代田区
03-6859-8899

・平成27年度登録プロフェッショナル人材数924人（累計3724人）
・得意分野：売上拡大支援、新事業立ち上げ支援、
　　　　　　　 技術アドバイス支援
・登録の多い業界：建設業、製造業、IT業、企業向けサービス業

12
東京都
新宿区

019-652-8077

登録者希望職種の割合は下記のとおりとなります。
①デスクワーク系　　　　　　　 47.21％
②医療・介護系　　　　　　　　  28.6  ％
③営業・販売系職種　　　　　　22.28％
④建設系職種（設計・CAD等）　12.3％
オフィスワーク系、医療・介護等の登録者が多く、東京本社との連携によりグロー
バル系人材のマッチングも可能です。

13
宮城県
仙台市

022-721-2378

東北エリアを中心とした地方都市における転職サポートに特化しております。お客
様の経営課題を理解し、質の高いキャリアカウンセリングとマッチングで、付加価
値の高いサービスを提供します。
取り扱い職種は、メーカー等製造系の間接部門（人事・総務・経理・購買職）や製
造・生産現場（生産技術・保守・メンテ職）など。
また若手からベテランまで、営業職も多く取り扱っております。

http://www.humanlife-inc.com/
https://www.pasona-masters.co.jp/
http://www.adecco.co.jp/
http://komon-haken.spool.co.jp/
http://www.resocia.jp/
http://www.rebright.co.jp/
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株式会社廣済堂
http://workin.jp/iwate

株式会社キャリアビジョン
http://www.careervision.co.jp/

株式会社イノベーション
http://www.innovation-akita.com/

マンパワーグループ株式会社
http://www.manpowergroup.jp/

14
東京都
港区

019-624-4512

廣済堂は約40年にわたり、求人情報サービスを展開しております。
岩手では初の求人情報誌ＱＪを発行、平成12年に岩手県初のフリーペーパーにリ
ニューアル。今年で創刊31年目を迎えます。
岩手県内・県外で仕事を探している求職者や、企業様から満足度や信頼を得られ
るサービスと提案をしております。
（Ｗｏｒｋｉｎはフリーペーパー(情報誌)＋・Ｗｅｂで情報を発信で、幅広い年代への情
報も発信可能な媒体です。）
長期に渡り地域に根差した媒体を発行している弊社だからこそ未経験の若手から
テクニカルなベテランまで幅広い人材をご紹介できます。
私達は人材と企業の架け橋となり、その市場や状況に応じたご提案で企業の採用
活動を支援し、貴社の成長をサポートします。

17
神奈川県
横浜市

019-621-5221

・プロフェッショナルな人材をご提供し、お客様の事業戦略実現に貢献するマンパ
ワーグループの人材紹介サービス。
世界最大級人材総合サービス企業のネットワークを活かした日本全国の情報収集
が可能で、ハイクラスに限らず、専門職や研究職といった広範囲に亘る人材ニー
ズに的確なソリューションをご提供致します。
さらにそのプロセスの中で明らかとなった問題点に関しても、従来の人材紹介とい
う枠を越えてトータルにご提案。お客様が次世代に勝ち残るための人材紹介サー
ビスをご提供します。

15
東京都
港区

03-3560-8217

弊社は、ITから医療まで幅広い業界で、転職支援を行う人材コンサルティング
ファームです。
今春、設立２０周年を迎え、これまでの紹介実績においては、情報量やそのクオリ
ティに高い評価をいただいております。
弊社が得意としているのは、専門知識や豊富な経験を求めている求人企業と、そ
ういった求職者の皆様のご希望条件をおつなぎすることです。
また、コンサルタントの層の厚さも弊社の特徴です。
40代を中心とするコンサルタントは、皆、１０年以上のコンサティング経験を持つプ
ロフェッショナルです。
尚且つ、各業界の第一線で活躍してきた転職経験者でもあります。
岩手県を担当させて頂いております石井弘は、２８年にわたり人材紹介のコンサル
タントとして従事しており、経験も豊富です。
釜石市出身でもございますので、お気軽に是非ご相談いただけます様お願い致し
ます。

16
秋田県
秋田市

019-613-6790
医療・福祉に特化した紹介会社ですが、一般の職種も扱っております。
登録者は盛岡市で400名

http://workin.jp/iwate
http://www.careervision.co.jp/
http://www.innovation-akita.com/
http://www.manpowergroup.jp/
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株式会社ワークポート
https://www.workport.co.jp/

株式会社アクロスタッフ
http://www.acro-staff.co.jp/

株式会社リクルートキャリアコンサルティ
ング
http://www.recruit-cc.co.jp/

21 株式会社ＴＳ工建　【医療ＷＯＲＫＥＲ】
http://www.tskouken.jp/

22 クックビズ株式会社
http://cookbiz.co.jp/

23
プロハント株式会社
http://www.prohunt.co.jp/

24 株式会社都市整備技術研究所【転職・
キャリアメンター】
http://tcareer-mentor.jp/

25
ランスタッド株式会社
https://www.randstad.co.jp/

東京都
千代田区

022-715-3655

世界第二位の人材会社です。本社はオランダで世界39の国と地域で事業を展開し
ています。日本は、1980年より事業を開始。人材紹介及び派遣を行っております。
拠点数は120拠点。人材紹介は全国に10拠点あり、トップクラスです。お客様は日
系メーカーが多く、メーカー専門職、営業職、管理系を得意としています。プロフェッ
ショナル人材拠点は全国で参加しており実績も多数出ております。

東京都
千代田区

03-5403-6468

※総合型（全業界・全職種）の人材紹介を行っており、新卒～マネジメント層、エグ
ゼクティブ層まで対応可能です。
※サーチ型（スカウト＆媒体掲載）で企業の外部人事レベルでの面談・書類審査・
面接前面談や諸条件交渉の代行・入社日調整・入社後のフォローや相談など、品
質を徹底的に重視したサービスが特徴です。
※厚生労働省及び協会並びに倫理基準の徹底と専門知識の習得、キャリアプラン
ニングの支援、職業生活設計及び能力向上の支援を実施しています。

18
東京都
品川区

03-6417-0076

様々な業界に強みを持つ、総合型の人材紹介エージェントです。
一番の強 みは、求職者の集客力。
各種自社メディアでの集客や独自のスカウト体制による求職者へアプローチを行
い、「数」と「スピード」で企業様の採用支援をいたします。

19
東京都
中央区

03-4530-0021

業界経験20年以上で構成されたキャリアコンサルタントが満足できるマッチングを
提供いたします。
ミドルクラス、マネジメントクラスのほか、専門職、若手人材など、多様化するニー
ズに合わせて人材の採用を支援いたします。

20
東京都

千代田区
019-604-2615

当社の再就職支援実績は全国累計10万人以上。大手企業出身のエンジニア・オ
ペレーターや営業・総務・経理など経験豊富な人材を無料で企業にご紹介しており
ます。

大阪府
大阪市

022-216-5155 医療従事者の紹介、派遣業。

大阪府
大阪市

06-6374-9912 飲食に特化した人材紹介。

東京都
港区

03-6860-7316

ハイクラスに限らず、部課長級及び専門職・研究職等、広範囲に亘るスカウトが可
能です。
海外拠点での責任者ポジションや、事業継承における経営者候補など、多くの導
入事例があります。
採用に苦戦されているポジション、また、採用を検討されているポジションがござい
ましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

https://www.workport.co.jp/
http://www.acro-staff.co.jp/
http://www.recruit-cc.co.jp/
http://www.tskouken.jp/
http://cookbiz.co.jp/
http://www.prohunt.co.jp/
http://tcareer-mentor.jp/
https://www.randstad.co.jp/

