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URL http://www.adecco.co.jp/

特徴
（※注）

人材サービスのグローバルリーダーであるアデコは、世界60カ国と地域に5,000拠点のネットワークを展開し、
企業の事業計画に沿った戦略的な人材採用の課題において、豊富な実績とノウハウを生かしたソリューション
でお応えしております。
また、各業界・職種に精通した専門のキャリアコンサルタントが、求職者一人ひとりのこれまで培ってきた知識
や経験を最大限に生かせるよう就職をサポートし、Iターン、Uターン就職など、キャリアプランにまでも寄り添い
一緒に考えていきます。
群馬県では、一般職から、幹部候補者、エグゼクティブ採用まで幅広い実績があり、企業とプロフェッショナル
人材との最適なコーディネーションをご提供しております。

会社名 株式会社セントラルサービス

群馬県プロフェッショナル人材戦略拠点　登録民間人材ビジネス事業者一覧

平成31年4月22日現在

会社名 アデコ株式会社 

住所 群馬県高崎市八島町58-1　ウエストワンビル8F TEL 027-323-3141

特徴
（※注）

株式会社セントラルサービスは、群馬県で4拠点（前橋・桐生・伊勢崎・太田）、神奈川県で1拠点（藤沢）の営
業展開を行い、グループ会社で医療介護派遣の「株式会社セントラルメディカルスタッフ」、技術者派遣を行う
「株式会社CSテクノ」、障がい者雇用の特例子会社「株式会社セントラルリリーフ」を擁する人材派遣・業務請
負の総合人材サービス企業です。
当社では、お客様とスタッフの皆様に安心して人材サービスを活用いただけるよう、コンプライアンス向上に努
めており、「製造請負優良適正事業者」・「優良派遣事業者」の2つの認定を受けている全国でも数少ない会
社です。

会社名 株式会社リクルートキャリア 埼玉支社　

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5　大宮ソニックシティビル25F TEL 048-658-5070

住所 群馬県前橋市古市町210-3 TEL 027-210-8033

URL http://www.central-s.co.jp

特徴
（※注）

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（技術者、オペレーター、営業経験者）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。

住所 群馬県高崎市あら町206　高崎あら町センタービル4F TEL 027-320-7171

URL http://www.recruit-cc.co.jp/

URL http://www.recruitcareer.co.jp/

特徴
（※注）

リクルートグループで国内最大手の人材サービス企業。人材紹介では、すべての業種、職種、若手から管理
職層を全国規模で対応。国内最大規模の登録者データベースから、スピーディーに最適な人材を紹介しま
す。2012年の事業統合により、求人メディア、人材紹介、適性検査等のサービスを効果的に組み合わせて提
案。採用から定着まで総合的にサービス提供できます。

会社名 株式会社リクルートキャリアコンサルティング
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会社名 株式会社ジェイエイシーリクルートメント　北関東支店

住所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5　ソニックシティビル20階　　　　 TEL
048-631-0830
080-4071-5937

特徴
（※注）

ランスタッドは、世界39の国と地域に4,400以上の拠点を構える、世界最大級の総合人材サービス会社です。
日本においては全国に117拠点を構え、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、人事サービスを中心にソ
リューションを展開、多角的なアプローチで課題解決へ導きます。

http://corp.jac-recruitment.jp/

1988年創業。中国、タイ、ベトナムなどアジア9ヶ国にグループ会社をもち海外事業を中心に即戦力となる人
材を国内外で紹介。
紹介者の早期離職率約1％。ハイクラスハイクオリティを信条に、企業様に合わせたオーダーメード型の紹介
が強み。
2017年より北関東支店を立上、群馬近郊の地元人材、および全国の単身赴任可能人材にて、管理職を中心
に国内紹介事業も実績がございます。

URL

特徴
（※注）

URL http://www.randstad.co.jp/

会社名 ランスタッド株式会社

TEL 03-6261-5755住所 東京都千代田区紀尾井町4-1　ニューオータニガーデンコート21F

特徴
（※注）

創業以来当社の理念である地方の企業様活性化支援の為に、業界を問わず経営層・管理職層を中心に幅
広い人材をご紹介しております。

会社名 アクティベイト株式会社　　

住所 東京都港区芝大門2-3-6　大門アーバニスト　　　 TEL 03-6450-1364

URL www.activate.co.jp



03-6370-8173
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https://www.saiyo-doda.jp/service/recruitment
http://executive.inte.co.jp/forclient/

URL

会社名 パーソルキャリア株式会社

住所 東京都千代田区丸の内2-4-1  丸の内ビルディング27階28階 TEL

会社名 中央キャリアネット株式会社

住所 群馬県前橋市古市町360-2 TEL 027-219-3555

http://www.c-c-nt.com

特徴
（※注）

『中央キャリアネット』は中央カレッジグループを構成する一社です。
『人材を育て、技術者を育成し、適職を紹介する』というグループの理念を背景にいち早く取り組んだ正社員
登用を前提とする“紹介予定派遣”の求人を多数手掛けており、この事業に於いては５００名以上の紹介実績
を有する派遣会社です。

特徴
（※注）

① DODA「人材紹介」
・20～40代の若手ホワイトカラー層が中心
・自社転職サイト「DODA（デューダ）」の登録者を活用した人材紹介事業
・340万人（2016/10末時点）という国内最大級の登録者を有する
・あらゆる業種、職種、ポジションとなる求人案件へマッチング可能
・業界、職種、エリア、年収帯域ごとの専任キャリアコンサルタントがマッチング
・全国10都市に拠点展開、エリアを超えた転職もご支援可能

② 「エグゼクティブエージェント」
・30～50代のミドルクラス、管理職層が中心
・DODA登録者以外の各種サイトとも提携し広範囲にわたりサーチ
・多くのサーチファームと異なり完全成功報酬のため初期費用は0
・エグゼクティブ専任の経験豊富なコンサルタントが従事
・東京・大阪・名古屋に拠点展開、エリアを超えた転職もご支援可能

③ 「i-common」（アイコモン）
・50～60代の元上場企業役員や事業部長クラスの高度経営人材が中心
・5,500名以上のシニアプロフェッショナル人材が登録
・海外進出／マーケティング／人事領域／生産革新等の専門性を保有
・人材紹介型、または業務委託型のいずれかの形態において活用が可能

会社名 サンデンファシリティ株式会社　キャリアサポート事業部

住所 群馬県伊勢崎市寿町20番地 TEL 0270-21-2630

URL http://www.sandencareersupport.com/

特徴
（※注）

県内在住の製造系から事務系まで幅広な人材をご紹介致します。
特に、カーエアコンシステム、冷凍・冷蔵ショーケース、自動販売機、住環境機器に関連した経験・知識を
持った人材が豊富です。

URL
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URL https://cyestc.com/

特徴
（※注）

・県内（高崎市）に営業担当者が常駐しています。
・営業担当全員が元企業経営経験者のシニア層で、経営者の想いや戦略に寄り添ったヒアリングと提案が
　特徴です。
・特に後継者、経営幹部層、管理者層の紹介に豊富な実績があります。
・常勤・非常勤を問わず多様な採用ニーズに対応可能です。

会社名 サイエスト株式会社

住所 東京都港区赤坂2丁目17-69　赤坂フェニックスビル3階 TEL 03-5797-7650

会社名 株式会社ミツバアビリティ

特徴
（※注）

大手自動車部品会社のグループ会社として、グループ内への人材派遣はもとより、グループ外企業へも、派
遣・紹介をしており、近年は、グループ会社OBを多く採用、派遣・紹介し、高齢者雇用へも力を入れておりま
す。
また、防犯カメラ販売を通して、各警察機関や市町村・企業の安全施策の一助として、地域の安全へも貢献し
ております。

住所 群馬県桐生市巴町2-1890-18 TEL 0277-20-8127

URL http://www.abl.co.jp

会社名 株式会社サーキュレーション

住所 東京都渋谷区神宮前3−21−5　サーキュレーションビルFor Pro TEL 03-6256-0467

URL https://www.circu.co.jp/

特徴
（※注）

プロフェッショナル人材に特化し業務委託や人材紹介を行っております。
企業経営や事業再生の経験者、または生産・物流・財務などの特定領域に特化した専門家人材が主な登録
者となっており、首都圏のみならず日本全国において幅広くお客様をご支援させて頂いております。

会社名 株式会社宝木スタッフサービス　東京支社

住所 東京都台東区柳橋2-14-4　セントラルビル9階 TEL 03-5833-0027

URL http://www.takaragi.co.jp/

特徴
（※注）

株式会社宝木スタッフサービスは人材紹介事業として創業36年目を迎え、主にホテル、旅館、結婚式場、レ
ジャー施設等のサービス業務全般を中心に群馬、長野、栃木、茨木、福島、東京、埼玉、神奈川、他に紹介
業務の展開をしております。また、紹介許可取得同業他社と人材情報の共有化に基づき人材の紹介をスムー
ズに展開できるAMS（アランチャイズ・マネジメント・システム）を展開し人材情報システムとして、民間のハロー
ネットワークの運用を図っております。
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会社名 株式会社マイスター60

住所 東京都港区芝4-1-23　三田NNビル3階 TEL 03-5657-6362

URL httpｓ://mystar60.co.jp/

特徴
（※注）

創業以来２９年間、シニアの人材派遣会社のパイオニアとして、『年齢は背番号、人生に定年なしⓇ』をスロー
ガンに、シニアの雇用機会、生きがいを創出し、円熟した技術・技能を次世代へ引き継いで行こうと設立。シ
ニア人材の雇用創出に注力し、ビル設備管理、建設施工管理、技術系、事務系、インバウンド系の各職種か
ら経営幹部までの幅広い分野に、高齢者の雇用を創出してきた。シニアの就労問題解決にも取組み『シニア
セカンドキャリア支援プログラム』構築、訪日外国人のアテンドとして『おもてなしシニア隊Ⓡ』を設立。シニア
人材を中心に9千人以上の求職登録者を保持している。

会社名 パーソルキャリアコンサルティング株式会社

住所 東京都港区芝5丁目33番1号　森永プラザビル本館20階 TEL
03-5427-7880
　　　　　（大代表）

URL http://www.persol-cc.co.jp/

特徴
（※注）

① 1982年以来35年にわたる再就職支援の専門会社としての実績
② 中高年の再就職支援に圧倒的な強み
③ 再就職先での高い定着率

会社名 株式会社パソナ　パソナキャリアカンパニー

住所 群馬県高崎市あら町167番地　高崎第一生命ビル TEL 027-320-1866

URL http://www.pasonacareer.jp/

特徴
（※注）

総合人材サービスの先駆者として、全国で25万人の転職を支援。取引実績は16,000社に上り、各専門分野
に特化したリクルーティングアドバイザーが数多くの企業様の人材ニーズにお答えしております。またキャリア
アドバイザーも各専門分野の転職に精通しており、転職希望者の方の経歴・志向に合わせたキャリアプランを
ご提案します。

会社名 マンパワーグループ株式会社

住所 群馬県高崎市あら町167番　高崎第一生命ビルディング11階 TEL 027-320-6555

URL http://www.manpowergroup.jp/

特徴
（※注）

当社は世界80ヶ国・地域に3,000のオフィスを持ち、ワールドワイドに展開している人材サービスのグローバル
カンパニー、Manpower Groupの100%出資の日本法人で、日本で最初の人材派遣会社としてスタートし、今年
で設立50周年を迎えます。今の時代、技術力や資金力よりも、人材こそがビジネスを成長させ、成功へと導き
ます。総合人材サービス会社として、お客様の勝利のために最適なご提案、望まれるスキルを備えた人材の
ご紹介を致します。
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会社名 リス株式会社

住所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号　新宿ＮＳビル25階 TEL 03-5909-4540

URL http://www.lis21.co.jp/

特徴
（※注）

自社開発運営の求人・求職サイト『しごとナビ』を通じ、全国の多種多様な経験を持った求職者登録が80万名
を突破。全国の主要コンビニエンスストアから履歴書プリント利用も可能なサイトでもあり、企業の人材採用に
関するあらゆる課題解決に対応しております。
群馬県内には、沼田市に事業所、館林市に登録センターとしてのサテライトオフィスの2拠点を持ち、群馬県
内の求職者はもとより、Ｉ・Ｕターン人材の紹介にも力を入れております。

会社名 サンヴァーテックス株式会社

住所 群馬県高崎市岩押町1-15 TEL 027-310-8638

URL http://sunvertex.co.jp

特徴
（※注）

サンヴァーテックス株式会社は太陽誘電株式会社のグループ会社として群馬県内に3拠点（高崎市・前橋市・
伊勢崎市）和歌山県（御坊市）・埼玉県（所沢市）で営業展開を行っております。総合人材サービス会社として
人材派遣・人材紹介・業務請負は勿論、第二種旅行業、生命保険代理店、損害保険代理店、警備業、清掃
業も行っております。『プライバシーマーク』『製造請負優良適正事業者』・『優良派遣事業者』の認定も頂き3
つのマネジメントシステムで運用しております。

会社名 株式会社日本人材機構

住所 東京都中央区日本橋二丁目1番14号　日本橋加藤ビルディング９階 TEL 03-6214-3772

URL http://jhr.co.jp/about/

特徴
（※注）

地方創生を目的として政府主導で設立された、地方企業の皆様の今後のご発展に必要となる経営幹部・候
補人材をご紹介する会社です。
　地方の活躍の場と適切な人材をマッチングし新しい人を新しい地方へ、新たな人材の動きを創出いたしま
す。

会社名 株式会社グローバルパワー

住所 東京都台東区台東1-10-6 秋葉原サワビル5F・7F TEL 03-3836-9685

URL http://globalpower.co.jp/

特徴
（※注）

日本に住み、日本語がベラッベラな、優秀層の外国人人材に専門特化した人材紹介・派遣のパイオニア。創
業14年目で今までに400社・500名の人材紹介、500社・2,200名の人材派遣の実績があり、日本最大級の外
国人就職情報サイト「NINJA」の運営も手掛ける。2015年9月には「ガイアの夜明け」でも特集を受け、日経新
聞他各種メディア掲載実績多数。
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会社名 株式会社ワークエントリー（ジョブカフェぐんま）

住所 群馬県高崎市旭町34-5 TEL 027-330-4510

URL http://www.wakamono.jp/

特徴
（※注）

群馬県が運営する就職・採用支援施設です。
ジョブカフェぐんまでは若者を、併設されているジョブカフェ・マザーズでは女性を、シニア就業支援センター
ではシニア人材を支援対象としています。

会社名 株式会社ＯＫＩプロサーブ

住所 群馬県高崎市双葉町3-1 TEL
027-325-1111
　　　　　　　　（代）

URL http://www.oki-ops.jp/

特徴
（※注）

株式会社ＯＫＩプロサーブは、沖電気工業株式会社のグループ会社として、シェアードサービスを展開してお
ります。
OKIグループで培ったノウハウ・スキルを活用し、人材紹介など、グループ外のお客様にもサービス提供して
おります。

会社名 アビリティズ株式会社

住所 東京都中央区京橋3-1-1　東京スクエアガーデン7階 TEL 03-6778-5010

URL http://abilities-inc.jp/

特徴
（※注）

・「プロ時短事業」上場企業役員、部長、課長OBの「時短・日短」勤務を前提とした人材紹介サービス
・「顧問名鑑事業」上場企業役員、部長OBによる事業拡大支援サービス
・「社外取締役名鑑事業」社外取締役候補者の紹介サービス
・「スカウト事業」即戦力/高収入益人材のスカウトサービス
等々他にも様々な角度からの人材紹介、事業支援サービスを行っております。

会社名 転職・キャリアメンター（株式会社都市整備技術研究所）

住所 東京都千代田区神田佐久間町2丁目19番 TEL 03-5403-6315

URL http://www.tcareer-mentor.jp/

特徴
（※注）

・全業界・全職種対応（新卒～エグゼクティブ層まで）
・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や審査を実施
・厚生労働省及び職業紹介事業協会並びに倫理基準の徹底と専門知識の習得によるサービス品質を
　徹底的に重視した採用支援



（※注）人材紹介会社の特徴は、各社からの申出に基づき記載しています。
8

会社名 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター　東京支店

住所 東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サンエービル5階 TEL 03-5909-2600

URL http://www.ahc-net.co.jp/

特徴
（※注）

特に力を入れているのは、製造業を対象とした技術系の人材紹介。
グループ会社には技術系に特化した会社も有。
また大手企業のハイクラス人材を後継者不足で困っている中小企業へ紹介している実績も多数有。

会社名 ヒューレックス株式会社

住所 宮城県仙台市青葉区中央1丁目3-1　アエル17F TEL 022-723-1770

URL https://www.hurex.jp/

特徴
（※注）

・仙台本社として東日本を中心に経営幹部や多種多様の求人を扱う民間人材紹介会社。
・プロフェッショナル人材拠点経由の実績では、茨城県・宮城県・岩手県をはじめ東北6県合計で№1と
　なっています。
・東北最大規模の人材紹介実績で培ったノウハウを元に昨今北関東にも注力中。
・東北全ての第一地銀をはじめ、地方銀行14行と業務提携中。
・グループ会社の結婚相手紹介サービス事業、事業承継コンサルティング会社と共に、地方創生型ビジネ
 スモデルを展開し、地域経済の活性化に取り組んでいる。

会社名 富士ヒューマンテック株式会社

住所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-5-5　北浦和大栄ビル3階 TEL 048-815-8750

URL https://www.fujihumantec.com/

特徴
（※注）

弊社人材紹介事業のコンサルタントは全員が銀行出身者で、埼玉県内金融機関や埼玉県プロフェッショナル
人材拠点様からの埼玉県内の求人案件を中心に紹介事業を行っております。埼玉県北部案件には群馬県
内の求職者からのエントリーも多く、群馬県内の求人企業様への紹介を致したく、今般群馬県プロフェッショ
ナル人材戦略拠点様への登録をさせていただきました。

会社名 株式会社シグマスタッフ

住所 東京都品川区上大崎2-25-2　新目黒東急ビル6Ｆ TEL 03-6417-4204

URL http://www.sigma-staff.co.jp

特徴
（※注）

高度人材紹介(経営層、管理職、技術職、専門職)をメインに紹介事業を展開
管理職、専門職のハイスペック人材が多数登録
企業へのコンサルをしながら最適人材のご提案をさせていただきます。
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会社名 株式会社re-Right

住所 東京都中央区日本橋小伝馬町14-10　アソルティ小伝馬町Liens10階 TEL 03-6661-9756

URL http://www.reright.co.jp

特徴
（※注）

・製造業に特化した人材紹介会社です。
・大手人材紹介会社でトップクラスの実績かつ製造業向けコンサルタント8年以上経験者のみで構成されて
 おり、業界に特化した専門的な採用アドバイスが可能です。
・求人ポジションの表面的な理解だけでなく、採用企業の経営・採用課題を深く理解し、採用企業にとって
 プラスになる人材をご提案します。
・すべての大手転職サイト、人材紹介会社と提携し、豊富なデータベースへのアクセスが可能であり、経営
 層、管理職人材をメインに技術職や、専門職、管理部門職など幅広い職種に対応が可能です。

会社名 日研トータルソーシング株式会社　太田事業所

住所 群馬県太田市飯田町1183-1　SS太田ビル3F TEL 0276-52-8318

URL https://www.nikken-totalsourcing.jp/

特徴
（※注）

１） 創業３９年目の人材サービス会社として、紹介・派遣・請負・再就職支援を展開。
２） 特に製造系を主体に、事務系・技術系に関する実績が豊富です。
３） お客様のご要望に応じた能力・経験を持つ人材をご紹介します。
長年の弊社ノウハウを活かし、プロフェッショナル人材事業をご活用の企業者様の経営課題を解決できる人
材をご提案できるよう努めて参ります。

会社名 株式会社エンリージョン

住所 群馬県高崎市八島町274　高崎高徳ビル5F TEL
0120-913-018
070-4542-3224

URL https://rs-gunma.net/

特徴
（※注）

2010年の設立以来、新潟・長野・富山・石川・群馬 5県を活動拠点とし、「暮らしたいところで思い切り働く」を
テーマに大都市圏から群馬へのUターン・Iターンを支援しています。
群馬に根付いたコンサルタントがおり、地域の状況に知見があるからこそできる、地域に密着した転職支援
サービスを提供しています。

会社名 キャピタルヒューマン株式会社

住所 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-12-1　東和ビル6階 TEL 048-799-3555

URL https://www.cahuman.jp/

特徴
（※注）

アジア圏を主に海外大学と提携し、在学中のインターンシップや卒業生の就職サポートをしております。弊社
の主な求職者は、海外の大学を卒業した即戦力となる人材です。
企業ニーズに即した海外人材の紹介・派遣のほか総合的なご提案で実績を積み重ねてまいりました。主に宿
泊業・建設業の企業様ニーズにお応えし、入国管理局へのVISA申請から入国まで完全サポート。入国後も
本人が働きやすい環境づくりを共にサポートいたします。
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会社名 株式会社grooves

住所 東京都港区南青山5-4-27  Barbizon104 7階 TEL 03-5774-9547

URL https://www.grooves.com/

特徴
（※注）

株式会社groovesでは、CrowdAgentというサービスを中心に、企業様の中途採用のご支援をしております。
CrowdAgentは、日本全国にある中小の人材紹介会社約500社と業務提携をしており、頂いた求人情報を一
括で人材紹介会社へ共有できる仕組みとなっています。頂いた求人情報を元に、適正な候補者をリサーチ
し、紹介を致します。
また、海外人材専門サービス、ITエンジニア専門サービスもご用意がございますので、多方面からご支援も可
能です。

会社名 株式会社ＷＩＬＬ

住所 群馬県太田市新井町516-4　グランビル太田4Ｆ TEL 0276-55-4186

URL http://will-corp.com/

特徴
（※注）

・業種を問わず、管理職、管理職候補や営業、バックオフィスを得意としています。
・“量より質”をお求めの企業様に適しています。一人のコンサルタントが企業様のヒヤリングから求職者様
　へのご紹介までを一貫して行う「両面型」なので、よりマッチング精度の高い求職者をご紹介いたします。
・地元ならではのフットワークの良さを活かし、“Face to Face”のコミュニケーションを大切にしています。
・求職者様の利便性を考え、土日も営業。

会社名 株式会社人財ソリューション

住所 東京都台東区東上野3-24-9 TEL 03-3836-1080

URL https:/www.jinso.co.jp

特徴
（※注）

人財ソリューションは、「人」は「財産」であることを基本に、半導体とソフトウエアなどを中心にモノつくりに特化
した人材をご紹介いたします。特に、スキルに裏付けされた中高年の活用を積極的に図り、優秀なエンジニア
やスペシャリストを確保することにより、お客様のニーズに柔軟に対応いたします。










