
 

 

厚生労働省委託事業 平成 26 年度 優良派遣事業者推奨事業 

制度初の優良派遣事業者認定のお知らせ 
 

 

一般社団法人人材サービス産業協議会（JHR）が厚生労働省より受託し運営している「優良派遣事業

者認定制度」において、制度初となる優良派遣事業者が認定されましたのでお知らせします。 

 

■ 「優良派遣事業者認定制度」の概要 

優良派遣事業者認定制度は、一定の基準を満たす人材派遣事業者を審査認定機関が優良事業者と

して認定する制度です。この認定制度を通じて優良な人材派遣事業者を育成し、業界全体の質的向上

及び労働者と受入企業の適切なマッチングを促進する厚生労働省の委託事業です。 

 

■ 今回の認定の概要 

認 定 事 業 者 数： 85社 

認 定 日： 2015年3月12日 

認 定 期 限： 2018年3月31日 

審 査 認 定 機 関： 株式会社中部評価センター 

    一般社団法人日本添乗サービス協会 

    三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

    社会保険労務士法人すばる 

    公益社団法人労務管理教育センター 

認定制度専用サイト： http://yuryohaken.info/ 

 

 

 

 

ＪＨＲとは 

国内の主要な民間人材サービス業界団体より出資・運営されている連携横断組織です。労働市場で

発生する業界を横断する課題に取り組み、健全かつ円滑な次世代労働市場の創造をミッションとして活

動しています。全国求人情報協会（求人広告）、日本人材紹介事業協会（職業紹介）、日本人材派遣協

会（人材派遣）、日本生産技能労務協会（製造業派遣・請負）、日本エンジニアリングアウトソーシング協

会（無期雇用型エンジニア派遣）の5つの協会が正会員として構成されています。 

 

  

2015 年 3 月 12 日 

本件に関するお問合せ先 
一般社団法人人材サービス産業協議会 事務局 広報担当 

お問い合わせフォームはこちらです 

http://www.j-hr.or.jp/contact/


 

平成 26 年度優良派遣事業者一覧 

No. 会社名 本社所在地 認定番号 

1 (株)アークパワー 東京都 
第１４０４０２２（０１）号 

2 (株)アイ・デイ・アクセス 大阪府 
第１４０２００７（０１）号 

3 アイビーエージェント(株) 福井県 
第１４０１００７（０１）号 

4 (株)アヴァンティスタッフ 東京都 
第１４０３０１７（０１）号 

5 旭化成アミダス(株) 東京都 
第１４０３０１８（０１）号 

6 アソート(株) 大阪府 
第１４０１０１３（０１）号 

7 (株)あとらす二十一 東京都 
第１４０２０１０（０１）号 

8 (株)アネスト 東京都 
第１４０２０２０（０１）号 

9 アビリティーセンター(株) 愛媛県 
第１４０５００６（０１）号 

10 (株)アルプス技研 神奈川県 
第１４０３０１１（０１）号 

11 アローヒューマンリソース(株) 神奈川県 
第１４０３００８（０１）号 

12 イヨテツケーターサービス(株) 愛媛県 
第１４０２０１２（０１）号 

13 (株)インテリジェンス 東京都 
第１４０４００７（０１）号 

14 (株)ウィルテック 大阪府 
第１４０５０１２（０１）号 

15 (株)エイジェック 東京都 
第１４０２０１３（０１）号 

16 (株)エー・オー・シー 石川県 
第１４０２００３（０１）号 

17 (株)エー・オー・シー・キャリア 石川県 
第１４０４０１９（０１）号 

18 ＳＧフィルダー(株) 東京都 
第１４０５０１１（０１）号 

19 ＮＴＴヒューマンソリューションズ(株) 東京都 
第１４０３００２（０１）号 

20 (株)エフエージェイ 東京都 
第１４０５０１０（０１）号 

21 (株)エボルバビジネスサポート 東京都 
第１４０４０１３（０１）号 

22 (株)エムティアイ 長野県 
第１４０１０１４（０１）号 

23 大阪ガスエクセレントエージェンシー(株) 大阪府 
第１４０２０１１（０１）号 

24 オムロンパーソネル(株) 京都府 
第１４０２００８（０１）号 

25 キヤノンビズアテンダ(株) 東京都 
第１４０３０１０（０１）号 

26 キャプラン(株) 東京都 
第１４０３０１２（０１）号 

27 (株)キャリアパワー 京都府 
第１４０１００８（０１）号 

28 (株)キャリアプランニング 岡山県 
第１４０５００３（０１）号 

29 (株)近鉄コスモス 東京都 
第１４０４００６（０１）号 

30 (株)クリエアナブキ 香川県 
第１４０４０１１（０１）号 



 

31 (株)グレイス 東京都 
第１４０４００３（０１）号 

32 (株)ケイキャリアパートナーズ 兵庫県 
第１４０２００２（０１）号 

33 KCCS キャリアテック(株) 東京都 
第１４０５００８（０１）号 

34 コムシスシェアードサービス(株) 東京都 
第１４０４０２４（０１）号 

35 (株)コムシス東北テクノ 宮城県 
第１４０４０２３（０１）号 

36 (株)三幸コーポレーション 静岡県 
第１４０５０１４（０１）号 

37 (株)シークス 愛知県 
第１４０１００１（０１）号 

38 (株)ジェイエスキューブ 東京都 
第１４０４００９（０１）号 

39 ジェイコム(株) 大阪府 
第１４０１００６（０１）号 

40 (株)ジェントリー 三重県 
第１４０１００４（０１）号 

41 (株)ジャパンクリエイト 大阪府 
第１４０３００１（０１）号 

42 (株)スタッフサービス 東京都 
第１４０４００２（０１）号 

43 (株)センチュリーアンドカンパニー 東京都 
第１４０４０２８（０１）号 

44 (株)セントメディア 東京都 
第１４０５００１（０１）号 

45 (株)セントラルサービス 群馬県 
第１４０４０１５（０１）号 

46 (株)ダイセキ 兵庫県 
第１４０１００５（０１）号 

47 (株)タマディック 東京都 
第１４０３００３（０１）号 

48 (株)ツクイ 神奈川県 
第１４０２００６（０１）号 

49 (株)ＴＴＭ 東京都 
第１４０４０１６（０１）号 

50 (株)テクノプロ 東京都 
第１４０４０２９（０１）号 

51 (株)デザインネットワーク 東京都 
第１４０１０１５（０１）号 

52 テルウェル・ジョブサポート(株) 東京都 
第１４０５００２（０１）号 

53 テンプスタッフ(株) 東京都 
第１４０４００５（０１）号 

54 テンプスタッフピープル(株) 愛知県 
第１４０４０２０（０１）号 

55 (株)東京海上日動キャリアサービス 東京都 
第１４０３００４（０１）号 

56 東レエンタープライズ(株) 東京都 
第１４０４０１４（０１）号 

57 (株)日経サービス 大阪府 
第１４０５００７（０１）号 

58 日総工産(株) 神奈川県 
第１４０５０１３（０１）号 

59 日本アスペクトコア(株) 東京都 
第１４０３０２０（０１）号 

60 (株)日本ケイテム 京都府 
第１４０１００９（０１）号 

61 (株)日本テクシード 愛知県 
第１４０１００２（０１）号 

62 (株)日本パーソナルビジネス 大阪府 
第１４０２００５（０１）号 

63 日本リック(株) 東京都 
第１４０１０１１（０１）号 



 

64 (株)博報堂ＤＹキャプコ 東京都 
第１４０４００４（０１）号 

65 (株)パソナ 東京都 
第１４０３００９（０１）号 

66 (株)パソナ岡山 岡山県 
第１４０３０１４（０１）号 

67 (株)パソナテック 東京都 
第１４０３０１６（０１）号 

68 (株)パソナメディカル 東京都 
第１４０３０１９（０１）号 

69 パナソニックエクセルスタッフ(株) 大阪府 
第１４０５００４（０１）号 

70 (株)ヒューマンインベントリー 東京都 
第１４０４０１２（０１）号 

71 (株)VSN 東京都 
第１４０４０２１（０１）号 

72 富士通エフサス・クリエ(株) 神奈川県 
第１４０３０１３（０１）号 

73 マンパワーグループ(株) 神奈川県 
第１４０４００１（０１）号 

74 (株)都工業 愛知県 
第１４０１０１２（０１）号 

75 (株)メイツ中国 広島県 
第１４０４０１７（０１）号 

76 (株)メイテック 愛知県 
第１４０２０１４（０１）号 

77 (株)メイテックキャスト 東京都 
第１４０２０１７（０１）号 

78 (株)メイテックフィルダーズ 東京都 
第１４０２０１５（０１）号 

79 (株)メディカルプラネット 東京都 
第１４０１０１０（０１）号 

80 (株)夢テクノロジー 東京都 
第１４０２００４（０１）号 

81 横浜ビジネスプロモーション(株) 神奈川県 
第１４０２００１（０１）号 

82 ランスタッド(株) 東京都 
第１４０５００９（０１）号 

83 (株)リクルートスタッフィング 東京都 
第１４０３０１５（０１）号 

84 (株)ワークスタッフ 徳島県 
第１４０５００５（０１）号 

85 (株)ワークステーション 大阪府 
第１４０１００３（０１）号 

 

以上 


