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一般労働者派遣事業の許可を取消し、
特定労働者派遣事業の事業廃止を命じました
～「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施～
厚生労働省は本日(平成 27 年３月 27 日)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、一般
労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、一般労働者派遣事業の許可の取消しを
通知し、また、特定労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、特定労働者派遣事
業の事業廃止を命じました。詳細は下記のとおりです。
１ 被処分派遣元事業主
（１）一般派遣元事業主 別添１の一覧表に記載のとおり
（２）特定派遣元事業主 別添２の一覧表に記載のとおり
２ 処分内容
（１）一般派遣元事業主
労働者派遣法第 14 条第１項第４号に基づき、一般労働者派遣事業の許可を取り消す。
（２）特定派遣元事業主
労働者派遣法第 21 条第 1 項に基づき、特定労働者派遣事業の廃止を命ずる。
３

処分理由
別添１・２の一覧表に記載する事業主は、
① 労働者派遣法第 23 条第３項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出
しなければならないとされているのに、平成 25 年度分について労働者派遣
法施行規則第 17 条の２に規定する提出期限を経過しているにもかかわら
ず、これを提出することなく、
② これに対する労働者派遣法第 48 条第１項の指導に従うことなく、
③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づき、指示を行ったにもかかわら
ず、関係派遣先割合報告書を提出することなく、
労働者派遣法第 23 条第３項の規定に違反したこと。
※

労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。

（別添）
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60 年法律第

○

88 号）（抄）
（許可の取消し等）
第十四条

厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の

許可を取り消すことができる。
一 ～三
四

（略）

第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項又は第二十三条
の二の規定に違反したとき。

２

（略）

（事業廃止命令等）
第二十一条

厚生労働大臣は、特定派遣元事業主が第六条各号（第四号から第七号までを除く。）のいず

れかに該当するとき又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条
第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、当該特定労
働者派遣事業（二以上の事業所を設けて特定労働者派遣事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの特
定労働者派遣事業。以下この項において同じ。）の開始の当時第六条第四号から第七号までのいずれか
に該当するときは当該特定労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
２

（略）
（事業報告等）

第二十三条
～２
３

（略）
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚

生労働大臣に報告しなければならない。
４～５

（略）

（指導及び助言等）
第四十八条

厚生労働大臣は、この法律（前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及

び第五十一条第一項において同じ。）の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業
主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を
確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
２

（略）

３

厚生労働大臣は、第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一
項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項又は第二
十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示する
ことができる。
○

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和 61 年労

働省令第 20 号）（抄）
（関係派遣先への派遣割合の報告）
第十七条の二

法第二十三条第三項の規定による報告は、毎事業年度経過後三月が経過する日までに、当

該事業年度に係る関係派遣先派遣割合報告書（様式第十二号の二）を厚生労働大臣に提出することによ
り行わなければならない。

別添１

対象となる一般派遣元事業主一覧表
番号

許可番号

許可年月日

派遣元事業主の氏名又は名称

1

般13-304172 平成21年1月1日

株式会社ジェイ・プラウド東日本

2

般13-303521 平成20年3月1日

株式会社ＯＰＥＮＭＡＲＫＥＴＳ

3

般27-301546 平成21年1月1日

株式会社ジェイ・プラウド西日本

及び住所
東京都渋谷区道玄坂二丁目１０番１
２号
東京都品川区東五反田2-19-7 サ
ンハイム五反田２Ｆ
大阪府大阪市北区梅田1丁目3番1200号

代表者の氏名
新美 敏
井上 雄一朗
岩城 隆正

別添２

対象となる特定派遣元事業主一覧表
番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

届出受理番号
特02-300243
特08-300709
特08-300769
特08-301002
特08-301312
特08-300111
特08-300455
特08-300897
特10-300488
特12-300414
特12-300513
特12-301737
特12-301792
特12-302241
特12-300217
特12-300358
特12-300827

届出受理年月日
平成22年7月21日
平成19年9月5日
平成19年12月3日
平成21年6月1日
平成24年9月3日
平成16年9月21日
平成18年6月14日
平成20年7月17日
平成19年9月18日
平成18年5月8日
平成18年8月29日
平成20年12月10日
平成21年2月9日
平成23年1月11日
平成17年8月19日
平成18年5月1日
平成19年4月3日

派遣元事業主の氏名又は名称
合同会社東北福祉開発
株式会社ビーサポート
株式会社新和MKS
マブハイ・ジャパン株式会社
有限会社テクノ企画
有限会社孝正
株式会社常湘テクノ
株式会社デルタシステム
株式会社ＴＥＳＨ
有限会社ケイズ倶楽部
株式会社タチバナ
株式会社京葉工務
株式会社共進
株式会社Ｅ・Ｓ・Ｇ
有限会社高橋機工
株式会社ＧＯＯＤ ＡＬＩＶＥ
ナインシステム株式会社

及び住所
青森県青森市松森3丁目17-68
茨城県かすみがうら市下稲吉2633-83
茨城県筑西市島36-1
茨城県筑西市伊佐山139-4
茨城県水戸市酒門町1881
茨城県古河市下大野1444-1
茨城県石岡市東成井1276-1
茨城県日立市滑川町2-4-12
群馬県安中市松井田町高梨子1341番地2
千葉県千葉市中央区星久喜町160番3号
千葉県船橋市小野田町1495番地2
千葉県船橋市海神六丁目30番18号
千葉県君津市東坂田一丁目6番1号 君津ファーストビル303号
千葉県市原市辰巳台東二丁目3番地18
千葉県山武市蓮沼ロの2980番地の1
千葉県山武郡芝山町香山新田45番地4
千葉県市川市相之川四丁目5番18号

18 特12-301342

平成20年2月26日

株式会社ＵＢＩＫ Ｊａｐａｎ

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目6番地WBGマリブイースト21階
キベ・ルイス
Ｂ2126

19
20
21
22
23
24

平成20年3月5日
平成20年10月10日
平成16年11月17日
平成18年12月20日
平成20年3月24日
平成20年6月23日

有限会社マユミ機工
株式会社赤間検査
株式会社イリオス
フォーラン・ネットワーク株式会社
株式会社ジェイ・シーダ
株式会社佐藤商事

千葉県木更津市江川1400番地
千葉県袖ヶ浦市代宿83番地8
東京都港区六本木３ー１８ー１２
東京都世田谷区松原２‐４２‐１４ 美鈴Sビル４階
東京都大田区南六郷１ー２５ー２
東京都葛飾区東新小岩１丁目１番１号

25 特13-309775

平成20年9月19日

株式会社MAT

東京都江東区豊洲二丁目４番９号アーバンドック ららぽーと豊
平尾 雅則
洲３Ｆ、３０５００

26 特13-310192
27 特13-314349

平成20年11月18日 有限会社アサヒ興業
平成23年9月21日 株式会社エーピーテック

特12-301352
特12-301662
特13-300711
特13-304501
特13-308405
特13-309104

東京都江戸川区中葛西六丁目１２番５号
東京都杉並区南荻窪４丁目２９番１８号

代表者の氏名
洪 嘉偉
工藤 文治
賀川 真由美
大塚 邦彦
宮内 正弘
山崎 久雄
田中 慶太
桑野 英一
児玉 貴生
加納 智和
長坂 直仁
杉浦 順一
境 一生
山森 元
髙㳖 光雄
岡本 光弘
古川 善治

松本
山中
櫻井
美山
富田
佐藤

五郎
美千代
和子
幸男
真実
武男

久保 正吾
深井 省吾

番号
28
29
30

届出受理番号 届出受理年月日
派遣元事業主の氏名又は名称
特13-314685 平成23年12月28日 株式会社Ａｒｏｕｎｄ
特13-306841 平成19年8月22日 株式会社ホワイト・ネットワーク
特13-312674 平成22年4月26日 株式会社ＴＯＣエンジニアリング

及び住所
東京都渋谷区恵比寿南１-１１-１８
東京都品川区西品川1-9-3
東京都渋谷区神宮前1丁目14番29号

代表者の氏名
丸山 裕史
白崎 裕
武田 悦二郎

31 特13-313622

平成23年2月3日

Blackhill Group株式会社

東京都港区高輪二丁目１５番１１号高輪ホワイトマンション１００
ビーツ ショーン
６号室

32
33
34
35
36
37
38
39

平成23年3月31日
平成18年2月2日
平成20年3月5日
平成21年6月25日
平成21年7月29日
平成15年1月1日
平成20年8月19日
平成20年11月7日

株式会社りんぱテクノ
株式会社本多ネットワーク
有限会社G Max incjp
株式会社モダンプロセス
株式会社オイコス
新日本工設株式会社
株式会社テクノ情報システム
株式会社ＭＫソリューションズ

東京都台東区台東三丁目４２番２号
東京都小金井市緑町5-13-1
東京都八王子市山田町1688番地14
東京都北区田端五丁目１４番１３号
東京都渋谷区神宮前３-４２-１０ 後藤ビル１･２階
東京都台東区台東２ー１２ー６
東京都板橋区成増三丁目３１番６号
東京都中野区上高田３-３９-１３ 山新新井薬師駅前ビル６Ｆ

特13-313815
特13-302541
特13-308246
特13-311424
特13-311578
特13-030285
特13-309541
特13-310140

神埼
本多
笠井
猪俣
渡辺
山賀
寺田
鬼頭

宏
茂樹
和武
健司
浩司
正
良七
慶二郎

40 特13-310415

平成20年12月22日 長屋 英之

東京都豊島区上池袋２丁目２８番５号 サンクレイドル レヴィー
長屋 英之
ル池袋４０５号

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

平成20年12月24日
平成21年1月9日
平成21年2月9日
平成22年2月12日
平成22年3月24日
平成17年4月28日
平成18年3月24日
平成18年6月27日
平成19年2月20日
平成19年6月7日
平成20年6月3日
平成22年9月15日

東京都江戸川区西葛西３-１６-５-７０２
東京都昭島市つつじが丘３丁目２番４ー１００４号
東京都千代田区神田佐久間町三丁目２１番５号
東京都江東区大島六丁目８番２４号 新大島マンション９０３号
東京都千代田区外神田五丁目４番６号
東京都渋谷区代々木１ー５８ー１０
東京都江戸川区北葛西1-7-16
東京都西東京市西原町５ー３ー１ ﾚｱｰﾙ田無１０２
東京都港区三田一丁目１１番２５号
東京都北区赤羽北１ー１４ー３ー１０４ モア・ステージ赤羽
東京都江東区大島４ー６ー２１ー２０１
東京都新宿区天神町８番地 神楽坂Ｕビル４階

特13-310419
特13-310482
特13-310637
特13-312322
特13-312511
特13-301296
特13-302787
特13-303244
特13-305035
特13-306277
特13-308936
特13-313179

宮澤 亜紀子
高野 裕平
株式会社ウィクレビズ
株式会社ファミリーコンサルタント
株式会社インパクト
株式会社 ブロンコス
株式会社三軌コーポレーション
有限会社新幸企画
株式会社ニューシープランニング
小林 幸男
株式会社エスパス
株式会社プロップ

宮澤 亜紀子
高野 裕平
門 洪涛
志村 良仁
大穂 謙二
関 巧
高橋 忠吉
藤本 隆
新海 和仁
小林 幸男
高橋 利典
小林 紘司

53 特13-313406

平成22年11月19日 川口 悠実子

東京都多摩市一ノ宮２丁目１３番地の３７ 聖蹟桜ヶ丘ハイライ
川口 悠実子
ズ ミディ４０４

54 特13-314347
55 特13-315210
56 特13-315826

平成23年9月21日 エンジー合同会社
平成24年5月31日 株式会社ＦＪＧケアサービス
平成24年12月21日 葛西 建太

東京都杉並区高円寺南５-１９-９
東京都千代田区麹町３‐１０‐１
東京都日野市多摩平３‐２２‐６ メゾンエスポワール３

山田 泰志
子安 裕樹
葛西 建太

番号 届出受理番号 届出受理年月日
派遣元事業主の氏名又は名称
57 特13-316279 平成25年5月16日 株式会社ミナト電気通信
58 特13-316746 平成25年10月23日 Ｉ・Ｔ・Ｓ株式会社

及び住所
東京都町田市森野一丁目５番１０号
東京都豊島区池袋一丁目２番６号

代表者の氏名
簗瀬 洋
野口 剛

59 特13-316882

平成25年12月9日

グローバルコンサルティングオフィス株式
東京都港区新橋五丁目８番９号
会社

町山 修二

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

平成20年12月24日
平成21年2月13日
平成21年2月24日
平成22年3月24日
平成20年7月1日
平成25年9月5日
平成22年6月7日
昭和60年10月1日
昭和61年8月1日
昭和63年1月1日
平成2年10月1日
平成3年9月1日
平成17年7月11日
平成18年8月25日
平成19年1月11日
平成19年2月21日
平成20年1月25日
平成20年3月14日
平成20年6月27日
平成20年9月16日
平成20年11月20日
平成21年3月23日
平成21年6月29日
平成21年12月25日
平成22年1月27日
平成22年4月1日
平成23年11月2日
平成17年7月13日
平成18年8月18日

有限会社ティグレ
向井 啓太
株式会社ＳＳ
株式会社ＩＴＦＳ
星 裕樹
松下 寛
加藤 邦広
株式会社ジャパンフィルムセンター
システム・ラディックス株式会社
有限会社アルファ―
株式会社テックス
株式会社アクティブ
信和システム株式会社
東上インターナショナル株式会社
株式会社アクティブ
株式会社システムソリューション
株式会社シンワ
株式会社Ａｉｐｏｔｕ
株式会社ロジコム
株式会社フリースタイル
株式会社アネット
株式会社ジールネットワーク
株式会社リタ
フォルツァ株式会社
株式会社アップ・アンド・カミング
株式会社東組
株式会社Ｓ＆Ｄマネージメント
株式会社ベストワーク
Ｔ・Ａ・Ｏシステム株式会社

田上 栄太郎
向井 啓太
藤川 和之
金繁 尚典
星 裕樹
松下 寛
加藤 邦広
柴田 香織
鈴木 英博
河井 泰彦
野村 紀一
永井 佳亮
楊 英群
冷 志引
中島 治
石田 英樹
尾島 章介
尹 智炳
中島 満彦
朝日 信夫
椛沢 克典
中山 英明
坂口 敦
中野 陽介
近藤 充弘
菊池 和幸
丸山 房男
森田 広宣
田利 潔

特13-310418
特13-310661
特13-310733
特13-312512
特13-309185
特13-316615
特13-312832
特13-070308
特13-010316
特13-060092
特13-060118
特14-040140
特13-301580
特13-303552
特14-301610
特13-305053
特13-307896
特13-308333
特13-309153
特13-309741
特13-310216
特13-310904
特13-311442
特13-312944
特13-312264
特13-312565
特13-314504
特13-301591
特13-302480

東京都新宿区四谷３丁目８番地 メゾン・メトロビル６階
東京都大田区東矢口３-２８-１ メゾンドール２０４
東京都千代田区神田泉町１丁目１２番の１４
東京都千代田区岩本町３-４-９
東京都江東区亀戸６-４７-５
東京都小平市小川町１‐７９１‐１４ リトルトンコート１０３
東京都西多摩郡日の出町平井1092-2
東京都渋谷区神山町5-3
東京都千代田区九段北1-9-14
東京都大田区大森北4-3-4
東京都世田谷区奥沢2-29-14
東京都中野区野方2-28-7
東京都武蔵村山市大南1-111-23
東京都板橋区中丸町44-7
東京都中野区本町6-21-16
東京都渋谷区道玄坂1-21-6
東京都豊島区東池袋2-6-2
東京都立川市柴崎町2-7-17ヴェルト21-102号
東京都文京区西片1-15-15
東京都千代田区岩本町2-4-5-Ｓ505号
東京都北区滝野川1-71-9
東京都江東区木場1-4-10甲ビル２Ｆ
東京都新宿区北新宿1-1-16ＪＳビル９階
東京都渋谷区桜丘町30-15ビバリーヒルズ２０６号
東京都渋谷区渋谷3-6-2エクラート渋谷ビル８Ｆ
東京都目黒区碑文谷6-6-6
東京都足立区西新井本町2-27-14
東京都千代田区神田紺屋町11 鈴野ビル1階
東京都新宿区高田馬場1-23-14

番号
89
90
91

届出受理番号 届出受理年月日
派遣元事業主の氏名又は名称
特13-304181 平成18年11月20日 株式会社アイシス
特13-306168 平成19年5月29日 株式会社ＬＭＯ
特13-307120 平成19年9月27日 株式会社プログレスソフトウェア

及び住所
東京都千代田区岩本町3-5-14
東京都豊島区南大塚2-35-3 鴨志田ビル５Ｆ
東京都中野区丸山1-12-8

代表者の氏名
岡澤 邦子
岡本 麗史
李 輝洙

92 特13-307901

平成20年1月25日

株式会社ジョブネット・システムインテグ
レーションズ

東京都港区元赤坂1-1-7オリエント赤坂モートサイド１０Ｆ

木村 秀俊

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

平成20年3月3日
平成20年6月30日
平成20年9月5日
平成22年7月22日
平成24年5月25日
平成17年12月1日
平成14年1月1日
平成6年2月1日
平成14年9月1日
平成2年4月1日
平成9年3月1日
平成14年4月1日
平成3年10月1日
昭和61年7月1日
平成17年2月10日
平成17年10月5日
平成17年11月1日
平成17年12月1日
平成18年4月4日
平成18年5月19日
平成19年1月16日
平成19年1月29日
平成19年2月26日
平成19年3月22日
平成19年3月27日
平成19年4月17日
平成19年7月11日
平成19年10月12日
平成19年10月23日

株式会社アライアンスＩＴ
ウィドジャパン株式会社
株式会社ジャパン・プランニング
ＧＮＣホールディングス株式会社
サーヴィスズ・アンリミテッド株式会社
株式会社トマホーク
株式会社ストラティジックシステム
株式会社ワールドクリエイトスタジオ
品川 譲
株式会社プロデューサーズカンパニー
有限会社ビック・ウェイ
セントラルリサーチ株式会社
株式会社サイバース
ベイシス株式会社
佐々木 三男
株式会社ヒロ・エンジニアリング
西ヶ谷 正明
有限会社アスカシステム
ロジワークス株式会社
稲葉 崇
株式会社エヌジーエル
株式会社市来崎建築事務所
株式会社フューチャーネクスト
株式会社アイテイオフィス
有限会社トライシンク
大門 勉
株式会社ＡＴＩ販売
株式会社秀神
株式会社イデオリズム

東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ４Ｆ
東京都港区芝2-8-13
東京都品川区西五反田2-23-5
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・45階
東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルＢ棟９Ｆ
東京都千代田区内神田1-4-14
東京都台東区東上野2-5-11
東京都目黒区中目黒2-5-21
東京都台東区東1-27-2 竹善ビル６Ａ
東京都港区赤坂4-3-30
東京都杉並区梅里1-13-18メゾン美羅樹1-202
東京都新宿区高田馬場2-13-8
東京都豊島区南池袋3-18-35
東京都新宿西新宿2-7-1
東京都中野区本町6-21-16
東京都渋谷区松濤2-21-4
東京都大田区大森西3-11-15-204
東京都江戸川区平井4-8-8
東京都中央区日本橋横山町4-5
東京都新宿区歌舞伎町2-2-21-703
東京都港区麻布台1-7-3
東京都港区赤坂3-15-5
東京都新宿区市谷本村町3-22
東京都国分寺市本町3-15-1
東京都足立区青井5-12-41-507
東京都板橋区坂下2-22
東京都千代田区神田須田町2-19
東京都足立区大谷田1-36-1-615
東京都千代田区三番町30-3-401

坪野 祐弘
竹内 則昭
梅田 充昭
東宮 治
川村 英夫
萩原 津年武
高橋 健兒
中川 孝道
品川 譲
本間 克明
栗田 實
髙松 太郎
玉井 憲夫
谷 鞆馬
佐々木 三男
金岩 加根子
西ヶ谷 正明
小沼 龍夫
牛島 孝允
稲葉 崇
秋山 雅彦
八木 顕
木田橋 武志
伊藤 克仁
原 喜久夫
大門 勉
渡邉 幸男
池田 秀雄
和田 英章

特13-308229
特13-309184
特13-309668
特13-312988
特13-315195
特13-011122
特13-030248
特13-050283
特13-070860
特13-070863
特13-080789
特13-080998
特13-090256
特13-170005
特13-300974
特13-302013
特13-302153
特13-302284
特13-302869
特13-303056
特13-304690
特13-304804
特13-305098
特13-305445
特13-305523
特13-305783
特13-306546
特13-307230
特13-307313

番号
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

届出受理番号
特13-307624
特13-307884
特13-307994
特13-308116
特13-308175
特13-308459
特13-308478
特13-308570
特13-308842
特13-308895
特13-309173
特13-309429

届出受理年月日
平成19年12月10日
平成20年1月24日
平成20年2月4日
平成20年2月19日
平成20年2月26日
平成20年3月27日
平成20年3月28日
平成20年4月8日
平成20年5月22日
平成20年5月28日
平成20年6月30日
平成20年7月31日

派遣元事業主の氏名又は名称
隠岐 和泰
株式会社Ｂｉｔ Ｗｏｒｋｓ
山内 せい子
株式会社フラッグシップＪＡＰＡＮ
株式会社グラスボーン
株式会社ウインプラス
株式会社メディカルアシストサポート
株式会社Ｙ’ｓ Ｃｒｅｗ
株式会社ＭＩコミュニケーションズ
株式会社Ｋ－プランニング
株式会社ケイ・アンド・ジェイ・テクノロジ
株式会社スキルワーク

134 特13-309509

平成20年8月12日

株式会社ビジネス・パートナー・ソリュー
東京都世田谷区池尻3-3-1
ションズ

135 特13-309642
136 特13-309727
137 特13-310352

平成20年9月3日
株式会社ラクトテック
平成20年9月12日 クローゼリーソフト株式会社
平成20年12月12日 大城 徹治

東京都台東区蔵前3-13-13
東京都葛飾区青戸3-24-5ステイツ青戸301
埼玉県さいたま市桜区西堀8-24-18-205

138 特13-310387

平成20年12月17日 張 鵬

東京都杉並区成田東4-35-25 ライオンズシティ阿佐ヶ谷ベルミ
張 鵬
エール403

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

平成21年5月18日
平成21年9月25日
平成21年11月10日
平成22年6月25日
平成22年9月2日
平成22年9月8日
平成23年1月27日
平成23年4月1日
平成23年7月21日
平成17年12月13日
平成15年9月1日
平成16年8月18日
平成17年4月4日
平成18年8月31日

東京都港区芝4-5-12
東京都杉並区高円寺南4-24-9
東京都港区北青山2-10-17
東京都豊島区東池袋1-47-9
東京都町田市木曽西4-8-32
東京都新宿区天神町71
東京都大田区田園調布南30-1
東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン６０、４５階
東京都墨田区菊川3-1-1ファーストプレイス菊川601
東京都葛飾区西新小岩4-41-22
神奈川県横浜市磯子区汐見台五丁目３３０２番地２２３
神奈川県座間市相模が丘六丁目３４番４－７１２号
神奈川県川崎市川崎区本町一丁目８番地３
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目２９番１３号

特13-311231
特13-311822
特13-312006
特13-312910
特13-313141
特13-313153
特13-313601
特13-313820
特13-314171
特13-305803
特14-010590
特14-300151
特14-300405
特14-301210

株式会社オーエヌエンジニアリング
株式会社杉並ネットワークサービス
株式会社イシンコンサルティング
株式会社アピネス
株式会社ウィン・齊藤商事
株式会社フラップサービス
株式会社クール・コミュニティ
ジェイ・スパン・ＩＴサービス株式会社
株式会社アヤ・プランニング
サイバーインフォテック株式会社
有限会社さくらケアホーム
有限会社インフィニティ
株式会社パシフィックコンピューター
株式会社ミディエンタープライズ

及び住所
東京都世田谷区太子堂4-17-10-301
東京都港区西麻布1-11-10
東京都江戸川区南葛西4-22-9 ＦＯＲＥＳＴ・２－203
東京都北区滝野川5-5-5
東京都港区南青山2-11-13
東京都港区芝2-30-11
東京都新宿区住吉町3-11新宿スパイアビル３階
東京都新宿区百人町1-19-2
東京都渋谷区代々木3-24-4
東京都港区芝5-29-25コアビル
東京都新宿区愛住町23-14
東京都千代田区岩本町2-14-3

代表者の氏名
隠岐 和泰
土田 稔
山内 せい子
田中 信吾
草野 貴洋
金 命宣
古阜 公和
芝 順一
池田 豊
高瀬 和明
玉 宗斗
小林 究
磯部 隆博
富本 将介
鈴木 政幸
大城 徹治

中村 修
田中 雅弘
高橋 智
野口 悦也
齊藤 勝
南出 健志
内藤 正智
トーマス・アキノ
増田 綾子
元 乙戴
北野 金代
杉山 勝弥
大和 勝
森谷 敏秀

番号
153
154
155
156
157
158

届出受理番号
特14-301803
特14-301852
特14-301868
特14-301944
特14-302218
特14-302355

届出受理年月日
平成19年3月6日
平成19年3月15日
平成19年3月19日
平成19年3月30日
平成19年6月21日
平成19年8月10日

派遣元事業主の氏名又は名称
株式会社ウェル・エンタープライゼス
株式会社Ｕ．Ａ．ロジテック
有限会社ワイシーエス
株式会社フリーコム
株式会社ホープヒルガード
有限会社富士工業

159 特14-302455

平成19年9月20日

ＴＡＴＡ ＡＵＴＯＣＯＭＰ ＳＹＳＴＥＭＳ ＬＩ
東京都渋谷区桜丘町１３－３ サン・ヤマモトビル２階
ＭＩＴＥＤ

ジョン・アラン・カール
ソン

160
161
162
163

特14-302909
特14-303004
特14-303034
特14-303211

平成20年3月28日
平成20年5月13日
平成20年5月27日
平成20年8月11日

株式会社ワタナベ機工
有限会社エム・エー・オートサービス
有限会社ワイエス
ケーアイ株式会社

神奈川県平塚市中原三丁目２２番１４号
神奈川県横浜市港北区富士塚二丁目１４番１６号
神奈川県川崎市川崎区鋼管通四丁目９番５-３号
神奈川県横須賀市平作七丁目１番２号

渡辺 松恵
松本 正一
佐々木 良男
川上 今朝信

164 特14-303713

平成21年6月12日

株式会社エウロス

神奈川県座間市ひばりが丘一丁目６５番１Ｓ－２０５号 フレア
ひばりが丘

鈴木 信也

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

平成21年11月17日
平成22年4月13日
平成23年6月13日
平成23年8月12日
平成24年4月20日
平成2年10月1日
昭和61年10月1日
平成12年9月1日
平成3年1月1日
平成12年1月1日
昭和62年1月1日
平成12年9月1日
平成16年4月1日
平成16年12月9日
平成17年3月18日
平成17年3月29日
平成17年4月19日
平成18年1月16日
平成18年1月20日

株式会社スマイルワークス
株式会社ＥＡＲＴＨ ＦＩＥＬＤ
株式会社ビジブル
タケザワ運送株式会社
有限会社グランマ
東神管財株式会社
株式会社朝日機設
有限会社ワープテック
ニッポンコーサン有限会社
株式会社ワークス
株式会社協栄システム
株式会社オーケーサービスセンター
株式会社アキュレット
株式会社平成産業
株式会社マイム・コーポレーション
相模エンジニヤリングサービス株式会社
ワイス株式会社
株式会社プラスファクター
株式会社ケイアイティシステム

神奈川県横浜市中区太田町一丁目１０番地
神奈川県横浜市南区二葉町四丁目３３番地４
神奈川県秦野市鶴巻２２５５番地の４７
神奈川県川崎市川崎区四谷下町１０番４号
東京都新宿区西落合三丁目７番３号ー３０１
神奈川県横浜市中区住吉町三丁目３６番地
神奈川県鎌倉市大船一丁目３番地１２号
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１０７番地－１
東京都中野区本町五丁目９番９号
愛知県名古屋市中区橘二丁目１番１２号
神奈川県相模原市中央区上溝６丁目９番１４号
神奈川県横浜市港北区新吉田町３９９２番地７
神奈川県横浜市中区長者町四丁目９番１号
神奈川県高座郡寒川町宮山７番地
神奈川県横浜市港南区港南二丁目２番７号
神奈川県川崎市川崎区砂子一丁目８番地６
神奈川県横浜市旭区金が谷一丁目９番２号
神奈川県相模原市中央区氷川町３番５号
神奈川県横浜市中区太田町一丁目１８番地３ JOYビル３０２号

甲斐 広岳
佐野 俊輔
相原 善晃
武澤 勉
安部 静夫
阿部 信男
倉岡 俊昭
宮岡 将一
標 惟男
竹内 茂
亀井 義明
斉藤 静夫
佐藤 順美
田中 博之
三浦 勲
藤田 要一
杉本 誉
森 久恵
菊地 俊二

特14-303892
特14-304068
特14-304544
特14-304613
特14-304853
特14-010341
特14-030020
特14-030069
特14-060033
特14-080039
特14-090021
特14-150110
特14-300002
特14-300272
特14-300370
特14-300389
特14-300432
特14-300777
特14-300783

及び住所
神奈川県横浜市神奈川区六角橋一丁目２３番５号
神奈川県小田原市中村原１２３番地の１
神奈川県相模原市南区相模大野七丁目５番８-１００１号
神奈川県横浜市青葉区青葉台一丁目２７番７号
東京都町田市高ヶ坂１２６８番地の１６
神奈川県海老名市下今泉四丁目２番１４号

代表者の氏名
田中 敦士
眞壁 仁
山森 隆温
中島 俊介
田村 淳子
渡邉 慶三

番号
184
185
186
187
188
189
190

届出受理番号
特14-301106
特14-301140
特14-301161
特14-301614
特14-301915
特14-302045
特14-302146

届出受理年月日
平成18年7月3日
平成19年7月25日
平成18年8月4日
平成19年1月12日
平成19年3月28日
平成19年4月20日
平成19年5月25日

派遣元事業主の氏名又は名称
有限会社アシスト
株式会社久強コーポレーション
中澤塗装工業有限会社
匯豊商貿株式会社
株式会社エスアンドオー
有限会社セントラルサービス
株式会社YELL

及び住所
神奈川県横浜市中区宮川町三丁目７７番地
神奈川県大和市深見東一丁目４番１５号
神奈川県高座郡寒川町倉見１８０５番地１
神奈川県横浜市中区日ノ出町１－３６ アクロス３０２室
神奈川県横浜市中区蓬莱町二丁目４番７号 ＳＳビル４１６
神奈川県大和市深見西四丁目７番３５号
神奈川県川崎市幸区北加瀬一丁目３４番１号

代表者の氏名
田原 明
長野 強
中澤 英夫
解 翼国
清水 裕一朗
藤田 玄一郎
松本 直妃

191 特14-302169

平成19年5月31日

有限会社谷口龍也

神奈川県横浜市中区南仲通一丁目13番地ｱｰﾙ・ｹｰﾌﾟﾗｻﾞ横浜
関内ﾎﾟｰﾄｻｲﾄﾞｳﾞｭｰ1106号室

濱田 伸興

192 特14-302235

平成19年6月27日

テレコミュニケーションズ・コール・セン
ター株式会社

東京都渋谷区桜丘町三丁目１６番

ウィリアム・グラハム・
マクレーン・クラーク

193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

平成19年8月24日
平成19年8月28日
平成19年10月24日
平成19年11月14日
平成20年2月22日
平成20年3月19日
平成20年4月15日
平成20年8月29日
平成20年11月11日
平成20年11月17日

有限会社住江物流
株式会社ニューウェーブ
スカイポンド株式会社
有限会社東総
日光電気工業株式会社
有限会社プラネットデザイン
アイ・マックスプロモーション株式会社
株式会社テラテクノ
有限会社司建設
有限会社未来夢

神奈川県横浜市中区山下町２７９番地１
神奈川県川崎市幸区北加瀬一丁目３４番７号 鈴木荘１０２
神奈川県藤沢市善行団地３番１５～７号
神奈川県横浜市神奈川区松本町三丁目２１番地７号
神奈川県横浜市瀬谷区橋戸一丁目３７番地の６
東京都世田谷区野沢四丁目１３番１９号
神奈川県相模原市緑区久保沢二丁目３番２１号
神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目９番地７ 高津ビル３Ｆ
神奈川県横浜市磯子区田中二丁目８番３号
神奈川県横浜市西区北幸二丁目５番地１７号 横浜ＮＳビル６Ｆ

安西 純一
戸塚 政徳
粱 栄宝
迫 充
蔦本 守久
秋野 昌彦
岩波 純
小松 範裕
内田 武治
吉田 誠

特14-302388
特14-302394
特14-302541
特14-302595
特14-302813
特14-302889
特14-302963
特14-303237
特14-303389
特14-303398

203 特14-303459

平成20年12月26日 メリア株式会社

神奈川県横浜市西区高島二丁目１０番１３号 横浜東口ビル７
戸﨑 勝弘
１０

204 特14-303580

平成21年 3月23日 有限会社ミキ技工

神奈川県相模原市緑区大島２２５７番地１

205 特14-303689

平成21年5月29日

天鵝運輸株式会社

神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番地１ 臨海鉄道本牧埠頭第
濱田 伸興
二ビル１階

206 特14-303735

平成21年7月1日

アッパーフィールド株式会社

神奈川県川崎市川崎区駅前本町２３番地６

上原 俊彦

207 特14-303872

平成21年10月30日 株式会社門脇運輸

神奈川県川崎市川崎区塩浜四丁目１番１号神奈川臨海鉄道
（株）分室３F

加登 典儀

208 特14-303995
209 特14-304040

平成22年 2月22日 株式会社ジョイケア
平成22年3月25日 株式会社企画情報ネット

東京都港区高輪三丁目２５番２０号 品川ジョイシティ１２階３号 杉山 隆信
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５４番地７
小栗 利昭

210 特14-304170

平成22年6月30日

株式会社ブレインシステムコンサルティ
ング

神奈川県横浜市西区北幸二丁目１３番４号 横浜平成ビル６F

杉山 豊昭

中野 敬元

番号
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

届出受理番号
特14-304215
特14-304216
特14-304574
特14-300499
特14-303873
特14-304754
特22－020071
特22－300736
特22－301536
特22－301604
特22－302033
特27-020238
特27-020413
特27-301017
特27-301483
特27-301594
特27-302270
特27-302363
特27-303134
特27-303228
特27-303361

届出受理年月日
平成22年8月19日
平成18年 1月16日
平成23年7月5日
平成17年6月27日
平成21年10月30日
平成24年1月19日
平成14年6月1日
平成19年3月9日
平成22年1月4日
平成22年7月1日
平成25年2月15日
平成3年2月1日
平成13年9月1日
平成18年4月3日
平成18年12月5日
平成18年12月28日
平成19年5月31日
平成19年6月22日
平成20年3月31日
平成20年4月30日
平成20年6月17日

派遣元事業主の氏名又は名称
ナチュラルスタイル株式会社
ＡＴＳ株式会社
株式会社ＤＩＡＮＳ
株式会社ナナ．コミュニケーション
株式会社丸富
株式会社スタッフサービスＡＢＣ
有限会社アルケミー
有限会社エジト
ＮＥＸＴ合同会社
株式会社太寿
鈴木 一哉
河井 進
森 茂夫
中尾 博章
株式会社ビューティフルライフ
大迫 太平
株式会社つばめ物流技研
木村 千恵
株式会社アーバン・コム・イノベイション
三木 崇行
株式会社アッテムハウス

及び住所
神奈川県横浜市磯子区杉田一丁目１番１－７１１号
神奈川県川崎市高津区下作延二丁目１５番１０号
神奈川県横浜市都筑区仲町台一丁目６番１１号
神奈川県横浜市港北区小机町１７５番地８
神奈川県秦野市戸川４８番地
神奈川県足柄下郡箱根町湯本２０２番地
静岡県磐田市福田１９４１－１
静岡県磐田市国府台５５８－１
静岡県磐田市今之浦２－３－５
静岡県沼津市岡宮２７９－１
静岡県藤枝市高柳４－１３－２９
大阪府大阪市福島区鷺洲6-1-1-713
大阪府大阪市此花区伝法6-3-3-904
奈良県天理市新泉町462-6
大阪府吹田市広芝町20番2号
大阪府堺市中区土師町5丁7番6号
大阪府大阪市淀川区木川東4丁目6番3号
兵庫県神戸市長田区滝谷町2丁目8-1-301
大阪府大阪市東成区東中本三丁目16番23号
大阪府寝屋川市早子町10-19-601
大阪府摂津市鳥飼下3丁目32番17号

232 特27-304114

平成21年6月22日

大野 隆一

大阪府大阪市平野区長吉長原東2丁目3番23号 ﾙｴｰﾃ20 406
大野 隆一
号

233 特27-305085

平成23年7月21日

佐谷 良

234
235
236
237
238
239
240
241
242

平成19年3月30日
平成21年4月27日
平成21年12月14日
平成13年12月1日
平成16年4月27日
平成18年11月28日
平成19年6月21日
平成21年7月10日
平成22年10月5日

有限会社アシスト
錦塗装有限会社
有限会社近末塗装
有限会社日本教育
有限会社リアライズ
宇都宮 和明
有限会社アップメディア
久持 誠一
プラスロジ株式会社

特34‐300709
特34‐301451
特34‐301558
特44－010062
特44－300006
特44－300155
特44－300234
特44－300410
特44－300488

大阪府大阪市東淀川区豊里7丁目33番7号 サニークレスト忠
6A号
広島県呉市清水1－4－20
広島県三原市宮浦1－16－35
広島県三原市宮浦1－16－35
大分県大分市大字羽田199番地の1
大分県大分市大字津守376番地の1
大分県大分市大字松岡8168番地の1
大分県大分市大字田尻488番地の2
大分県大分市大字種具792番地の12
大分県大分市大字廻栖野2188番地

代表者の氏名
馬場 渉
下地 亮太
室 哲平
高橋 恵
佐野 勇
大内 貴仁
寺田 智
田中 琢間
田中 琢間
平下 寿
鈴木 一哉
河井 進
森 茂夫
中尾 博章
小倉 哲子
大迫 太平
田中 宣夫
木村 千恵
東田 真人
三木 崇行
文榮 博明

佐谷 良
平盛 義章
近末 智文
近末 智文
平川 幸二郎
後藤 利文
宇都宮 和明
成重 哲之
久持 誠一
亀井 淑巳

