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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～
厚生労働省は平成 28 年３月 22 日付で、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。以下「労働者派遣法」とい
う。）第 14 条第１項に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、労働者
派遣事業の許可取消しを通知し、また、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等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 73 号。以下
「労働者派遣法改正法」という。）附則第６条第４項に基づき、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。
記
１ 被処分派遣元事業主
（１）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）派遣元事業主
労働者派遣法第 14 条第１項に基づき、労働者派遣事業の許可を取り消す。
（２）特定派遣元事業主
労働者派遣法改正法附則第６条第４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及び２の派遣元事業主は、
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にもかかわらず、平成 25 年度分または 26 年度
分について、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）第 17 条の２に規定する提出
期限を経過しても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項に基づく指導に従うことなく、
③ また、労働者派遣法第 48 条第３項に基づく指示を行ったにもかかわらず、
関係派遣先派遣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１

対象となる派遣元事業主一覧表
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

住所

代表者の氏名

1

派13-305399

平成25年11月1日

一般社団法人日本医療人材サポート協会

東京都豊島区南池袋3-8-1-1001

齊藤 太

2

派13-305306

平成25年5月1日

株式会社厚徳

東京都中央区日本橋浜町2-17-8

服部 直人

3

派13-304354

平成21年2月27日

株式会社 テナス

東京都港区麻布十番1-10-10

白壁 義隆

別添２

対象となる特定派遣元事業主一覧表
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

住所

代表者の氏名

1

特08-301438

平成26年2月28日

合同会社 英進

茨城県つくば市島名２５６３番地

飯島 秀子

2

特08-301181

平成23年5月16日

株式会社 スリーエス

茨城県つくば市上郷１０８３番地

古澤 伸介

3

特10-300451

平成19年6月26日

有限会社 ラインテック

神奈川県川崎市四谷上町4番22号

木場 満

4

特14-303788

平成21年8月18日

有限会社シグマ測量

神奈川県川崎市麻生区金程四丁目２１番１号

山﨑 茂樹

5

特14-304622

平成23年8月25日

西葉トラフィックス株式会社

神奈川県相模原市緑区町屋三丁目１０番１３－１０１号

西川 隼人

6

特14-301263

平成18年 9月25日 株式会社ビジネス企画

神奈川県相模原市南区相南４丁目２２番１０号 クレール本間１０１号 後藤 雅章

7

特14-305498

平成26年 5月13日 株式会社ＭＢＸプランニング

神奈川県川崎市宮前区土橋三丁目３番１号

石塚 恭平

8

特14-305544

平成26年 6月23日 大曇電通有限会社

神奈川県川崎市川崎区浅田一丁目３番１４号 大栄パレス１Ｆ

大沼 邦康

9

特14-301188

平成18年8月21日

ウッドペッカー有限会社

神奈川県横浜市港北区篠原東三丁目２１番１号

青木 純二

10 特14-303795

平成21年8月21日

合資会社横浜クリーンサービス

神奈川県横浜市中区赤門町一丁目４番地

岡本 真司

11 特14-305502

平成26年5月20日

テイユー株式会社

神奈川県相模原市南区麻溝台六丁目２５番１６－２号

片岡 唯正

12 特14-305565

平成26年7月15日

株式会社池水建工

神奈川県海老名市東柏ケ谷二丁目１０番２号

池水 勉

13 特14-302670

平成19年12月17日 株式会社石田工業

神奈川県横浜市南区東蒔田町３番地１３

石田 哲也

14 特14-302816

平成20年 2月25日 株式会社オルト

東京都文京区西片一丁目１７番４号

齋藤 真

15 特14-303502

平成21年 2月 6日

神奈川県横浜市旭区南本宿町１０４番地

内田 豪

16 特14-304875

平成24年 5月14日 有限会社真政興業

神奈川県平塚市見附町６番３-７０３号

高橋 武彦

17 特14-305314

平成25年 9月30日 株式会社ＥＩプランニング

東京都渋谷区宇田川町３４番５号 サイトービルⅢ５階

笹川 修裕

18 特14-300117

平成16年7月1日

有限会社コウエイ産業

神奈川県横浜市栄区公田町５１４番地の６グランメール本郷台１０５ 高橋 功一

19 特14-301822

平成19年3月9日

株式会社シー・エス・ワークス

神奈川県横浜市西区戸部本町５０番３４－８０５号

箱川 正広

20 特14-302502

平成19年10月5日

三大機工株式会社

神奈川県川崎市川崎区鋼管通一丁目１７番５号

三瓶 廣美

21 特14-303817

平成21年9月14日

大塚印刷株式会社

神奈川県大和市桜森二丁目１４番２号

石川 達男

22 特14-304836

平成24年4月5日

有限会社エイティ

神奈川県相模原市中央区千代田六丁目６番３号ジュネパレス相模原２０７ 鈴木 仁

23 特14-303501

平成21年2月5日

株式会社オフィスアルカディア

神奈川県横浜市緑区北八朔町１９４３番地６ ライネスハイムⅠ ２０４号 手塚 繁

24 特14-305256

平成25年7月12日

株式会社エムライン

神奈川県座間市南栗原二丁目１番５５-２０５号 ディースクエアさがみ野 石川 繭子

25 特14-305536

平成26年6月11日

株式会社ケイズラボ

神奈川県逗子市小坪七丁目８番１０号

26 特14-305553

平成26年6月30日

株式会社暁総業

神奈川県横浜市神奈川区神大寺二丁目２６番８号 ハイム山王１０１号 田上 智

27 特19-300218

平成22年5月11日

有限会社シラネ精工

山梨県南アルプス市曲輪田新田243

佐野 聖

28 特27-300377

平成17年3月1日

小倉 みゆき

大阪府東大阪市菱江1丁目4番8-303号

小倉 みゆき

29 特27-301760

平成19年2月13日

有限会社宇和島電機

大阪府堺市南区新檜尾台4丁16-18-208

穴生 芳夫

30 特27-301774

平成19年2月15日

村上 正和

大阪府和泉市観音寺町850番地の6

村上 正和

31 特27-301958

平成19年3月19日

邑木 秀行

大阪府交野市南星台4丁目5番6号

邑木 秀行

32 特27-302299

平成19年6月7日

林 幸一

大阪府八尾市竹渕東1丁目204番地の5

林 幸一

33 特27-302373

平成19年6月26日

有限会社アプテック

大阪府大阪市大正区三軒家東二丁目12番69号

西田 健博

34 特27-302640

平成19年9月26日

北山 晴一

大阪府大阪市西淀川区野里2-8-23

北山 晴一

35 特27-303208

平成20年4月23日

濵中 一

大阪府泉佐野市鶴原1411-1（808）

濵中 一

36 特27-303266

平成20年5月15日

吉岡 宏記

大阪府羽曳野市南恵我之荘8丁目7番11号

吉岡 宏記

37 特27-305926

平成25年6月14日

沖 昌志

大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目9番27号 ノザワアイビース・スクエア 202号

沖 昌志

38 特27-306141

平成25年12月26日 株式会社ダイソル

大阪府大阪市淀川区西中島六丁目4番13号

毎熊 英勝

39 特27-306208

平成26年2月28日

小川 隆雅

大阪府枚方市大峰元町2丁目2番38-202号

小川 隆雅

40 特27-306462

平成26年11月5日

大橋 秀行

大阪府大阪市生野区巽北1丁目21番29-1005号

大橋 秀行

41 特27-304704

平成22年10月26日 株式会社HIT

大阪府大阪市西区北堀江一丁目5番2号

岩本 泰典

42 特37-300521

平成26年5月9日

槇山 清重

香川県仲多度郡多度津町大字山階755-2

槇山 清重

43 特37-300524

平成26年5月20日

株式会社アーク

香川県仲多度郡まんのう町西高篠445-3

竹内 忠夫

44 特43-300354

平成22年2月8日

有限会社 日和工業

熊本県荒尾市緑ヶ丘３－３－１２

古賀 等

45 特20-300615

平成22年5月21日

株式会社 ＡＳＳＩＳＴ

長野県飯田市曙町149番地

松島 宏

46 特08-300738

平成19年10月19日 株式会社 和幸エンジニアリング

茨城県日立市幸町三丁目4番6号

小沼 和幸

47 特09-300008

平成16年4月12日

株式会社アビリティー

栃木県宇都宮市陽東1-7-19

多田 直樹

48 特09-300105

平成17年4月27日

有限会社スズカワーク

栃木県宇都宮市清原台1丁目20番13号

栄野川 直二

49 特09-300130

平成17年9月30日

有限会社Ｇコーポレーション

栃木県今市市土沢354番地29号

銀山 勝美

株式会社ビック・ワークコーポレーション

井上 勝輔

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

住所

代表者の氏名

50 特10-300417

平成19年4月19日

有限会社 A Nation

群馬県安中市板鼻2-6-31伊勢崎市福島町１００

原 篤史

51 特13-041200

平成15年5月1日

株式会社ファルコンブルー

東京都港区南麻布2-15-7

野島 明生

52 特13-060231

平成16年2月29日

株式会社アーブ

東京都大田区大森北1-12-4 大森プラザビル

上原 秀夫

53 特13-080230

昭和61年9月1日

システム・メディア株式会社

東京都板橋区常盤台2-31-2

衛藤 毅

54 特13-080650

平成4年1月1日

株式会社オフコース

東京都港区西麻布2-2-2

古川 二郎

55 特13-080980

平成13年12月1日

株式会社リンパックインターナショナル

東京都杉並区荻窪5-16-5

平松 雄二

56 特13-300345

平成16年7月2日

株式会社Ｔ・Ｔ・Ｒ

東京都台東区元浅草1-5-1

田中 勝

57 特13-301154

平成17年3月29日

皆栄建設工業株式会社

東京都練馬区田柄2-53-4

阿部 整

58 特13-302259

平成17年11月28日 株式会社Ｓ・Ａ・Ｄ

東京都千代田区西神田2-5-7

名取 明彦

59 特13-302750

平成18年3月16日

株式会社デンノウ

東京都武蔵野市中町1-34-5

三浦 克之

60 特13-303220

平成18年6月20日

株式会社エージェント

東京都中央区日本橋蠣殻町1-17-2

大柴 哲

61 特13-303530

平成18年8月22日

株式会社ナビック

東京都千代田区神田西福田町4-3

髙尾 省吾

62 特13-303731

平成18年9月21日

株式会社アーバン

東京都台東区柳橋2-22-11 リンケンビル201

髙嶋 英明

63 特13-303998

平成18年10月27日 日本Ｉ・Ｒ・Ｏ株式会社

東京都港区新橋2-16-1

篠田 修治

64 特13-304048

平成18年11月2日

東京都江東区大島7-40-2 小林ビル101

小林 博文

65 特13-304109

平成18年11月10日 株式会社ＬＡＢＡＳ

東京都日野市多摩平5-4-17 多摩平五丁目ビル2Ｆ

山内 啓至

66 特13-305063

平成19年2月22日

株式会社テクノブリッジ

東京都渋谷区道玄坂1-19-12

鈴木 俊一

67 特13-305149

平成19年3月1日

伸和株式会社

東京都日野市新町1-3-1

福島 伸行

68 特13-305287

平成19年3月12日

アクセス・ドリーム有限会社

東京都新宿区新宿1-7-10

岩永 敏明

69 特13-305536

平成19年3月28日

株式会社エヌケイシステムズ

東京都新宿区西新宿3-17-7

上島 幸雄

70 特13-305724

平成19年4月10日

株式会社パナイテック

東京都中央区東日本橋3-6-15 東日本橋偕成ビル2F

厖 宇明

71 特13-305897

平成19年4月26日

東京都千代田区神田紺屋町28紺屋ビル601

伊原 宇之丞

72 特13-305913

平成19年4月27日

東京都豊島区南池袋2-29-12

高橋 英樹

73 特13-305969

平成19年5月8日

株式会社イノベーション・テクノ
株式会社Ａ&Ｇクリエイト（旧 株式会社コミュ
ハ）
有限会社グローワークス

東京都国分寺市南町3-23-12

土井 莊平

74 特13-306032

平成19年5月16日

株式会社イー・キャスト

東京都中央区新川1-3-23

山本 勝宏

75 特13-306212

平成19年6月1日

株式会社シーケンス

東京都千代田区外神田2-18-22

榎本 一郎

76 特13-306246

平成19年6月5日

株式会社プライムシステム

東京都千代田区神田須田町1-7

大平 芳英

77 特13-306289

平成19年6月8日

株式会社アソシエユマニテ

東京都千代田区丸の内1-11-1

橋詰 宗一

78 特13-306544

平成19年7月11日

株式会社ロンドベル

東京都中央区日本橋人形町2-2-6

住友 勉

79 特13-306658

平成19年7月27日

株式会社マリオット

東京都港区南青山6-7-2 テラオアシス南青山10Ｆ

松井 努

80 特13-306930

平成19年8月31日

株式会社Ａ＆Ｉ

東京都八王子市八幡町3-23クレール八王子707

池田 康彦

81 特13-306946

平成19年9月3日

大晴運輸株式会社

東京都大田区大森南4-10-17

車塚 晴夫

82 特13-307046

平成19年9月18日

有限会社キューブ

東京都中央区日本橋人形町3-7-13

森田 政信

83 特13-307381

平成19年10月31日 株式会社SAO

東京都千代田区神田須田町1-3-7 神田ランドビル4F

佐々木 裕二

84 特13-307563

平成19年11月29日 有限会社Ｉｔｅｍｐｉａ Ｊａｐａｎ

東京都中野区中野1-5-21

金 大元

85 特13-307713

平成19年12月20日 株式会社泉屋月光堂

東京都豊島区西池袋5-13-13

小泉 剛一

86 特13-307880

平成20年1月23日

株式会社オルビスＲ・Ｅ

東京都千代田区神田司町2-15

佐々木 雅博

87 特13-307928

平成20年1月29日

ロジカルジョイント株式会社

東京都港区六本木8-10

関口 州

88 特13-307940

平成20年1月30日

株式会社エノックス

東京都品川区東五反田1-9-10 神野ビル503号

金 京基

89 特13-308035

平成20年2月8日

株式会社ジェイスタッフ

東京都新宿区西新宿7-15-12

金原 隆

90 特13-308080

平成20年2月15日

有限会社エタス

東京都江東区新大橋2-15-3飯田ビル303

橋口 豊

91 特13-308222

平成20年3月3日

株式会社JCP

東京都新宿区三栄町7番地

浅海 敏夫

92 特13-308329

平成20年3月13日

株式会社ケイズコア

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシア12Ｆ

倉田 英樹

93 特13-308344

平成20年3月17日

有限会社琛海

東京都豊島区目白5-16-5

室伏 弘子

94 特13-308598

平成20年4月14日

株式会社ドゥネクスト

東京都豊島区巣鴨2-4-2-403

平山 栄朗

95 特13-308706

平成20年4月28日

アイエスティー株式会社

東京都墨田区大平3-2-13

胡 力游

96 特13-308759

平成20年5月8日

コムユニット株式会社

東京都中央区日本橋人形町2-20-14

卿 立超

97 特13-308778

平成20年5月13日

株式会社Ｃ＆Ｃ

東京都江戸川区西小岩4-14-17-602

吉川 直之

98 特13-308794

平成20年5月15日

株式会社日本トータルビジネス

東京都千代田区九段北1-8-1

帖佐 博光

99 特13-308888

平成20年5月28日

株式会社ソート

東京都台東区雷門1-3-10

清水 康成

100 特13-308998

平成20年6月11日

株式会社ハートランド横浜

東京都大田区西六郷1-37-1

柴田 寛昌

大業株式会社

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

住所

代表者の氏名

101 特13-309125

平成20年6月25日

株式会社アベックス

東京都八王子市東町1-14橋完ビル4Ｆ－C

松本 泰彦

102 特13-309267

平成20年7月9日

株式会社インターナショナルオペレーティングシステムズ

東京都江戸川区西瑞江3-37-10

石崎 義成

103 特13-309297

平成20年7月14日

株式会社日本コアインカローズ

東京都豊島区池袋2-47-5

福田 博英

104 特13-309461

平成20年8月5日

ユー・エス・システム株式会社

東京都港区新橋1-18-11

伊坂 孝

105 特13-309489

平成20年8月8日

ヒュテクソフト株式会社

東京都板橋区船渡1-13-10

崔 仁泌

106 特13-309578

平成20年8月26日

株式会社エムケイプラニング

東京都八王子市追分町10-4-203

樫村 光男

107 特13-309781

平成20年9月22日

FAIN TECK JAPAN株式会社

東京都青梅市河辺町6-4-16

池永珠磨ニガルスルター

108 特13-309818

平成20年9月26日

宮通信電設有限会社

東京都中野区本町3-23-5 中野内科ビル1階

宮﨑 規一

109 特13-309883

平成20年10月1日

株式会社バンブーハウス

東京都新宿区本塩町10-3

竹之内 努

110 特13-309893

平成20年10月2日

株式会社ヨキリコジャパン

東京都千代田区岩本町3-2-2キウチビル2Ｆ

トウケンチョウ

111 特13-309946

平成20年10月9日

株式会社ＴＳＵＫＡＳＡ

東京都杉並区大宮1-14-7 Ｎ401

柄 雄彦

112 特13-310231

平成20年11月25日 ハナシス株式会社

東京都足立区西竹の塚1-11-2-712

劉 任勛

113 特13-310260

平成18年3月1日

東京都台東区元浅草1-18-5

張 暁川

114 特13-310373

平成20年12月16日 合同会社ＩＣＰ

東京都港区三田1-1-18

市﨑 愛美

115 特13-310374

平成20年12月16日 有限会社エクセル

東京都江戸川区松島3-16-9

金島 多美江

116 特13-310439

平成20年12月25日 江戸川基礎工事株式会社

東京都江戸川区松江7-1-22

西 進

117 特13-310481

平成21年1月9日

株式会社サイエンスシステムズ

東京都江東区東陽3-17-14

渡辺 正嗣

118 特13-310579

平成21年1月29日

有限会社ひまわりアットワーク

東京都江東区北砂5-20-5-1118

室

119 特13-310591

平成21年1月30日

株式会社ＣＥＪクリエート

東京都千代田区外神田1-5-7

国本 貴代

120 特13-310683

平成21年2月17日

株式会社アールエーエヌ

東京都新宿区百人町2-5-1

湯江 幸江

121 特13-310735

平成21年2月25日

株式会社ジーニアス

東京都港区海岸3-7-18

晴山 敬

122 特13-310927

平成21年3月24日

ＷｉｔｈＷｈｏ＆Ｃｏ，株式会社

東京都新宿区四谷4-29-16

有吉 祐二

123 特13-310976

平成21年3月30日

株式会社オプザイブ

東京都豊島区東池袋3-12-6 ＫＹＴビル

林田 啓明

124 特13-311107

平成21年4月20日

株式会社デザインモア

東京都新宿区中落合4-20-12

髙木 憲二

125 特13-311283

平成21年5月27日

株式会社エスエムケイ

東京都新宿区西新宿1-5-11

河合 光司

126 特13-311330

平成21年6月9日

株式会社ＳＯＬ

東京都中央区八丁堀3-23-1 スカイハイム407

宋 仁栄

127 特13-311405

平成21年6月23日

株式会社ウィンステップ

東京都港区芝2-30-11

金 命宣

128 特13-311413

平成21年6月24日

ＳＭＳ株式会社

東京都足立区保木間5-38-2

谷口 元樹

129 特13-311526

平成21年7月16日

株式会社ＥＩＣ

東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルタワー15階

山上 優治

130 特13-311877

平成21年10月2日

株式会社ＳＡＫＥＹ

東京都港区西麻布3-21-14

佐野 和貴子

131 特13-312274

平成22年1月29日

株式会社Ｍ．グラント

東京都あきる野市秋川2-7-12 第三メゾン麗303

森田 純洋

132 特13-312463

平成22年3月15日

ソフトウェア・テクニクス株式会社

東京都府中市宮西町4-13-1

金沢 俊一

133 特13-312638

平成22年4月19日

株式会社坂本組

東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル

坂本 槙男

134 特13-312785

平成22年5月26日

株式会社ティピーエス

東京都杉並区西荻南3-7-10

神川 知昭

135 特13-313056

平成22年8月10日

株式会社ｃｏｍｏｄｏ ｓｐａｚｉｏ

東京都豊島区南池袋3-18-34

古賀 伸昌

136 特13-313073

平成22年2月22日

株式会社ボーン・システム

千葉市花見川区瑞穂2-1-1 ガーデンプラザ新検見川6番館1102号 本木 真

137 特13-313331

平成22年10月28日 株式会社ライドウェーブコンサルティング

東京都港区三田2-14-7

藤枝 誠

138 特13-313427

平成22年11月26日 株式会社システムアイ

東京都小金井市本町1-19-4

岸 正紘

139 特13-313494

平成22年12月13日 株式会社セクター

東京都千代田区外神田4-7-3 田中ビル

萩原 武

140 特13-313745

平成23年3月16日

ヴァルス情報システム株式会社

東京都品川区東五反田5-24-9 五反田パークサイドビル7階

高橋 康雄

141 特13-313850

平成23年4月11日

株式会社ＯＶＥＲ ＤＲＩＶＥ

東京都荒川区西尾久2-38-12 丸和玉鈴ビル

内田 裕之

142 特13-314292

平成23年8月30日

株式会社ＫＯＩＺＯＲＡ

東京都台東区東上野6-23-5

中津 克也

143 特13-314609

平成23年12月13日 株式会社Infinite

東京都世田谷区宮坂3-8-4

渡邉 芳樹

144 特13-314904

平成24年3月6日

株式会社ＥＡＲＴＨ

東京都港区赤坂9-1-7-332

石井 信一

145 特13-315272

平成24年6月26日

株式会社アース環境管理

東京都葛飾区鎌倉2-21-8 ハイツカマクラ301

村上 清

146 特13-315408

平成24年8月8日

スズコウ株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-17 ＫＮ日本橋ビル702号

池水 孝政

147 特13-316142

平成25年4月5日

フォレストファイブ株式会社

東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティＷ22階

森山 大輔

148 特13-316507

平成25年7月30日

株式会社アローヒューマン

東京都渋谷区代々木3-12-11

原 富士美

149 特13-316581

平成25年8月27日

株式会社まごこころず

東京都品川区中延5-5-6

天野 慎也

150 特13-010202

昭和61年7月1日

株式会社 日本オフィスインフォメーションシステム 東京都江戸川区平井6-12-1

倉科 伊作

151 特13-010217

昭和61年7月1日

株式会社フジシステム

松島 正範

日本匯人テクノ株式会社

東京都千代田区鍛冶町2-4-5

正伸

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

住所

代表者の氏名

152 特13-010244

昭和61年7月1日

株式会社 シーアンドシー・ジャパン

東京都中央区日本橋茅場町1-11-7

横山 繁

153 特13-010289

昭和61年8月1日

株式会社京橋事務センター

東京都中央区京橋1-14-9

天川 龍一

154 特13-010531

昭和61年12月1日

株式会社 フィード・フォワード

東京都千代田区三崎町1-1-2

大和田 仁

155 特13-010568

昭和61年12月1日

本州ビルメインテナンス 株式会社

東京都千代田区神田神保町1-101

森 博

156 特13-010602

昭和62年2月1日

日本システムシェアズ株式会社

東京都中野区中央3-16-13

水倉 義則

157 特13-010966

平成3年10月1日

株式会社 システムトラスト

東京都千代田区神田北乗物町2

大熊 一夫

158 特13-011052

平成6年2月1日

有限会社 サンモーリス

東京都千代田区紀尾井町3-10

毛利 康雄

159 特13-011188

平成9年9月1日

株式会社イーシーシステムズ

東京都文京区本郷2-39-5

石田 文男

160 特13-011200

平成9年12月1日

株式会社九段情報システム

東京都千代田区九段南2-2-1

坂本 太

161 特13-011231

平成11年1月1日

大原発電株式会社（旧 株式会社ハローリサーチ） 東京都台東区東上野3-16-3

帯金 晋一

162 特13-011235

平成11年1月1日

ザウバー有限会社

東京都中央区銀座1-19-3

足立 勇夫

163 特13-011246

平成11年4月1日

株式会社トリップス

東京都中央区日本橋本町4-10-7 大井ビル2Ｆ

三井 明雄

164 特13-011260

平成11年7月1日

有限会社キャルス・ディー・エス

東京都港区芝大門1-5-2

眞崎 昇平

165 特13-011272

平成11年9月1日

有限会社ケイビック

東京都文京区湯島1-11-8-604

井上 慶太

166 特13-011326

平成12年6月1日

株式会社ジェイコム

東京都目黒区東山3-6-16

上嶋 美枝子

167 特13-011341

平成12年9月1日

株式会社テレマックス

東京都中央区新川2-9-9

木村 幸雄

168 特13-011368

平成12年12月1日

有限会社千代田メンテック

東京都千代田区内神田1-4-8 大手町ロイヤルプラザ401号

増渕 康男

169 特13-011388

平成13年1月1日

株式会社日刊エージェンシー

東京都練馬区東大泉7-50-5

三好 邦夫

170 特13-011394

平成13年2月1日

ビデオ・シティ映像制作株式会社

東京都千代田区神田錦町3-15

郡 茂昭

171 特13-011408

平成13年4月1日

株式会社ケーアイシステム企画

東京都立川市柴崎町1-18-24-205

岩切 啓造

172 特13-011426

平成13年6月1日

株式会社ジェイ・アイ・シー

東京都中央区銀座7-11-6

菅原 正人

173 特13-011434

平成13年8月1日

株式会社ベル・サポート

東京都千代田区神田和泉町1-12-6

佐々木 文雄

174 特13-011454

平成13年9月1日

インネットメディア株式会社

東京都品川区西五反田1-13-11

木村 幸雄

175 特13-011487

平成13年12月1日

朝日工業株式会社

東京都千代田区内神田2-4-14 冨ビル

鈴木 弘

176 特13-011527

平成14年4月1日

ケービー情報センター株式会社

東京都足立区千住仲町1-16

齋藤 福司

177 特13-011557

平成14年8月1日

株式会社コアテック

東京都千代田区内神田2-13-8

平尾 信行

178 特13-011689

平成15年11月1日

オーガニック 株式会社

東京都千代田区猿楽町1-2-2 日貿ビル

池上 寛明

179 特13-030042

昭和61年10月1日

株式会社サンライフシステムプロダクト

千葉県流山市市野台118-14

田中 甫

180 特13-030107

平成1年9月1日

エス・ビー・ソフトウェアサービス 株式会社

東京都台東区上野1-17-6

渡辺 義昭

181 特13-030137

平成1年3月1日

日生下産業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1-2-6

金川 一輝

182 特13-030199

昭和61年7月1日

株式会社 日本アイディー

東京都台東区台東3-43-10

塩井 敏夫

183 特13-030252

平成13年3月1日

株式会社 ヒューマン・アビリティ

東京都台東区東上野3-28-6

錦織 秀昭

184 特13-030256

平成14年4月1日

株式会社アシスト

東京都台東区浅草橋1-3-8

西村 正雄

185 特13-030290

平成16年2月1日

株式会社レスコン

東京都台東区今戸2-20-5

朝川 秀

186 特13-030293

平成2年2月1日

アズマ技術センター 株式会社

東京都台東区上野7-12-11

吉野 隆

187 特13-040134

昭和61年7月1日

株式会社 システム・トップ

東京都港区三田3-4-6

小野 球一

188 特13-040759

平成4年3月1日

株式会社エーアールピーシー

東京都港区麻布十番1-5-2

内籐 亨

189 特13-040792

平成4年12月1日

株式会社トリム

東京都港区赤坂7-10-9

兼松 又三郎

190 特13-040830

平成6年2月1日

株式会社 トライトン

東京都港区赤坂4-11-20

林 健司

191 特13-040847

昭和61年7月1日

株式会社 ワールドインフォメーショナル・トーア 東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャルホテル487号

岸田 秀樹

192 特13-040894

平成1年5月1日

ビジネスサプライ株式会社

東京都品川区大井1-48-3

田中 彼方

193 特13-040909

平成9年8月1日

イーピージャパン株式会社

東京都港区芝大門1-6-5

西村 充

194 特13-041065

平成13年5月1日

株式会社プロマックス（旧オリエントキャピタル株式会社）

東京都中央区日本橋大伝馬町1-3 アスカＶ日本橋ビル4階

中州 彬

195 特13-041086

平成13年9月1日

株式会社ミラーアイ

東京都港区麻布十番1-3-11

天野 義也

196 特13-041088

平成13年10月1日

有限会社エスアンドティー

東京都世田谷区奥沢6-22-4

和田 東世子

197 特13-041149

平成14年8月1日

株式会社コム・クエスト

東京都港区赤坂3-15-5

芦屋 譲

198 特13-041241

平成15年10月1日

有限会社 Ｈ・Ｃ・Ｐメディカルサービス

東京都新宿区三栄町6番地12

清水 健吾

199 特13-041254

平成15年11月1日

有限会社 ベルーフ

東京都港区麻布十番1-3-11

阿部 哲也

200 特13-041255

平成12年12月1日

株式会社アルファ・リンク

東京都港区赤坂1-8-6

後藤 喜博

201 特13-050384

平成12年9月1日

株式会社ザップ

東京都目黒区中町2-37-22

園田 茂雄

202 特13-050395

平成13年2月1日

株式会社アルファエンジニアリング

東京都目黒区自由が丘1-13-4 藤タワー506号

鈴木 克彦

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

住所

代表者の氏名

203 特13-050476

平成15年5月1日

コントアジャパン 株式会社

東京都目黒区下目黒2-18-3

クエン バン グエン

204 特13-050477

平成15年6月1日

株式会社フラッシュネットシステム

東京都目黒区青葉台3-21-13

鈴木 徹

205 特13-050485

平成9年5月1日

株式会社 マイクロリンク

東京都品川区西五反田7-22-17

村井 敬明

206 特13-050506

平成15年12月1日

有限会社 シグネット

東京都目黒区下目黒2-18-3

千葉 友勝

207 特13-060162

平成8年1月1日

昭和エンジニアリング株式会社

東京都大田区西蒲田5-27-10

都築 都市郎

208 特13-070383

昭和62年4月1日

株式会社ラマック

東京都渋谷区南平台町2-12

菅原 晶司

209 特13-070407

昭和61年7月1日

株式会社デンケン

東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-39-25

大前 裕紀

210 特13-070528

昭和62年11月1日

株式会社久保田商会

東京都世田谷区深沢5-28-14

久保 新一

211 特13-070550

平成2年9月1日

株式会社エーワンコーポレーション

東京都渋谷区恵比寿南3-3-11

表 源忠

212 特13-070603

平成4年8月1日

株式会社エス・ピー・エス

東京都渋谷区恵比寿1-22-20

藤安 義雄

213 特13-070647

平成6年12月1日

バードランドスタッフ株式会社

東京都練馬区中村3-13-3

市原 正治

214 特13-070698

平成9年5月1日

大興 株式会社

東京都目黒区下目黒2-18-3

安藤 忠夫

215 特13-070744

平成11年6月1日

株式会社アルコン

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-6-15-301号

谷口 裕

216 特13-070760

平成12年2月1日

株式会社日本イン・ザ・ルーム

東京都千代田区九段北1-9-12

四戸 和彦

217 特13-070769

平成12年4月1日

芝塚情報株式会社

東京都渋谷区桜丘町24-3

芝塚 耕三郎

218 特13-070820

平成13年9月1日

株式会社アルファメディアコミュニケーションズ 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6

田中 一善

219 特13-070821

平成13年10月1日

合資会社パプア

東京都世田谷区大原1-6-1 エリシュウム101

中内 之公

220 特13-070827

平成13年11月1日

株式会社ユニライフ

東京都渋谷区笹塚2-4-1 パールハイツ909号

遠藤 惠美

221 特13-070876

平成14年11月1日

有限会社ユーディーエス

東京都世田谷区桜新町1-19-10

岩崎 充洋

222 特13-070931

平成16年1月1日

有限会社 マーズ

東京都世田谷区新町2-2-15 ドム桜新町102

和光 政二

223 特13-080170

昭和61年8月1日

株式会社 吉福商会

東京都新宿区西新宿4-41-6

瀧村 伸孝

224 特13-080268

昭和61年10月1日

株式会社栄功情報センター

東京都新宿区高田馬場1-7-6

丸田 修二

225 特13-080340

昭和62年1月1日

株式会社日本ビルエンタープライズ

東京都新宿区新宿2-8-17

大小原 文男

226 特13-080345

昭和62年1月1日

株式会社ライト・ハウス

東京都府中市八幡町2-3-8

大野 敏弘

227 特13-080604

昭和61年8月1日

株式会社 ジェイ・イー・シー

東京都新宿区西新宿6-6-3

那須 洋司

228 特13-080639

昭和63年11月1日

エス・アイ・ビイ株式会社

東京都新宿区東五軒町5-6

森田 哲郎

229 特13-080660

平成4年6月1日

株式会社 武蔵総合研究所

東京都杉並区上荻1-16-4

宇田川 紀通

230 特13-080778

平成9年1月1日

株式会社オフィスケーツウ

東京都新宿区市谷八幡町1番地

南部 一郎

231 特13-080782

平成9年3月1日

株式会社ケーヨー(旧 株式会社ケーヨーキカク） 東京都新宿区百人町2-2-2

吉田 邦夫

232 特13-080810

平成9年10月1日

株式会社ベータシステム

東京都新宿区四谷4-34

斎田 洋

233 特13-080816

平成9年9月16日

有限会社 新日本プロデュース

東京都中野区中央5-38-13 エス・エス10-9階

堀川 妙子

234 特13-080864

平成11年8月1日

株式会社ディスク・エイド

東京都世田谷区用賀2-28-9

細田 典義

235 特13-080869

平成11年10月1日

有限会社長坂蜂郎事務所

東京都台東区寿1-14-11-401

長坂 清

236 特13-080884

平成12年4月1日

アノンヒューマンネットワーク株式会社

東京都新宿区新宿4-3-12

山城 克彦

237 特13-080897

平成12年6月1日

有限会社 一麟

東京都新宿区北新宿3-4-3

福田 尚司

238 特13-080906

平成12年7月1日

パテコ株式会社

東京都中央区日本橋茅場町2-8-5

佐藤 信行

239 特13-080920

平成12年11月1日

株式会社オッティ

東京都新宿区三栄町8番地 三栄ビル

山口 博司

240 特13-080932

平成13年1月1日

ウエルクリニックス株式会社

東京都立川市曙町2-41-19

城戸 幸一

241 特13-080940

平成13年3月1日

株式会社三共プロセス・サービス

東京都杉並区高円寺南4-44-14 平野ビル101号

笠井 武

242 特13-080957

平成13年7月1日

株式会社カルフール

東京都渋谷区神山町10-8

玉渕 久美子

243 特13-080995

平成14年3月1日

大雄警備保障株式会社

東京都江東区東陽4-7-17-713

木村 嘉孝

244 特13-081000

平成14年4月1日

株式会社 朝日システムジャパン

東京都新宿区高田馬場4-8-9

井形 弘

245 特13-081010

昭和62年12月1日

新陽印刷株式会社

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-4-8

樺山 忠弘

246 特13-081016

平成14年9月1日

株式会社東洋プログレス

東京都新宿区新宿区5-8-2

丸野 司

247 特13-081022

平成14年8月1日

ユニスタッフ株式会社

埼玉県春日部市粕壁東5-14-5

青木 順

248 特13-081045

平成15年4月1日

株式会社エムアンドエム企画

東京都港区白金2-5-12

宮田 恭子

249 特13-081077

平成15年8月1日

株式会社 泰光

東京都新宿区西新宿7-18-18 税理士ビル別館

稲盛 久土

250 特13-090320

昭和62年5月1日

株式会社システムエンジニアリング

東京都練馬区光が丘3‐7‐10‐106号

橋爪 裕二

251 特13-090335

平成9年7月1日

有限会社エスディー企画設計室

東京都板橋区高島平1-12-14 グリーンハイツ106号

菊地 美幸

252 特13-090464

平成16年1月1日

株式会社 バンティング

東京都千代田区神田富山町24-11 神田ＳＴビル

立石 克廣

253 特13-100027

平成6年9月1日

有限会社地中海スタッフサービス

東京都品川区東五反田2-9-19

山本 将

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

住所

代表者の氏名

254 特13-110047

平成10年4月1日

株式会社テクノクリエート

東京都足立区中川4-13-17

千代本 武雄

255 特13-110055

平成13年11月1日

株式会社ワールドライン

東京都足立区花畑7-5-12

斎藤 光良

256 特13-120043

平成11年5月1日

有限会社インターナショナル・エンジニアリング 東京都葛飾区東金町2-26-9

相馬 勇一

257 特13-120062

平成14年7月1日

株式会社共和テック

東京都墨田区大平2-3-1

和澄 明雄

258 特13-130137

昭和63年8月1日

株式会社サンライズ・テクノロジー

東京都千代田区岩本町1-6-3

梶本 誓

259 特13-130162

平成14年8月1日

有限会社ザファー

東京都港区赤坂4-6-3-202

石田 隆

260 特13-130196

平成16年1月1日

新光サービス有限会社

東京都江戸川区清新町2-9-10

米山 輝美

261 特13-140010

昭和61年7月1日

株式会社 ポアソン ダブリル

東京都日野市三沢2-3-6 百草園マンションＡ-201

吉田 行宏

262 特13-140055

平成6年10月1日

株式会社データ・グローバル

東京都日野市多摩平2-12-4 大増谷ビル3Ｆ

森 泰人

263 特13-140075

平成13年5月1日

株式会社ミヤギ

東京都八王子市大谷町380-1

千葉 喜助

264 特13-150083

平成13年1月1日

イーステラ株式会社

東京都港区台場1-3-2

葉 茂強

265 特13-160020

平成12年1月1日

有限会社アイテック

東京都青梅市新町2-1-2

兒玉 浩

266 特13-160032

平成15年11月1日

株式会社オール・アンド・キャスト

東京都羽村市神明台1-18-10

坂田 明

267 特13-170061

平成11年11月1日

有限会社アーネスト

東京都武蔵野市吉祥寺南町4-28-10

本屋 向敏

268 特13-190024

平成11年10月1日

株式会社 夢現エンジニアリング

東京都町田市森野5-21-1 渋谷ツインビル

古川 康二

269 特13-200026

平成1年5月1日

有限会社 プラズマシステムコンサルタント

東京都稲城市矢野口2072

渡邉 家次

270 特13-300082

平成16年2月19日

有限会社モカソフト

東京都新宿区西新宿3-5-3 西新宿ダイヤモンドパレス301

吉永 孝仁

271 特13-300084

平成16年3月8日

株式会社シー・エー・トレーディング

東京都渋谷区代々木2-11-20

平野 廣喜

272 特13-300108

平成16年3月16日

ハルーツ・インコーポレーテッド

東京都港区港南2-15-1 東京品川インターシティＡ棟28Ｆ

佐々木 正弘

273 特13-300159

平成16年4月13日

有限会社ソーニ

東京都渋谷区広尾5-17-11

手島 由美

274 特13-300173

平成16年4月16日

株式会社寿製作所

東京都江東区大森南3-12-16

山野 修

275 特13-300203

平成16年5月6日

有限会社 コーワシステムサービス

東京都羽村市富士見平1-1-14

岸本 誠也

276 特13-300276

平成16年6月8日

株式会社ケイエステー

東京都文京区大塚3-36-5

津嘉山 裕

277 特13-300286

平成16年6月11日

株式会社トライアルアソシエイツ

東京都中央区日本橋人形町2-15-2

石川 幹夫

278 特13-300413

平成16年8月6日

株式会社キーマン

東京都港区南青山3-18-4

金澤 徹

279 特13-300488

平成16年9月3日

株式会社 ア ル ゴ

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-2-2

小林 稔

280 特13-300515

平成16年9月15日

株式会社 フェアウインド

東京都新宿区北新宿4-33-3-211

瀧北 大三

281 特13-300531

平成16年9月17日

イーバンテック有限会社

東京都中央区築地6-8-10

鈴木 幹夫

282 特13-300534

平成16年9月22日

株式会社 エス・ピー・アイ

東京都世田谷区野毛2-8-17

上田 由紀

283 特13-300661

平成16年11月1日

エバードリーム株式会社

東京都港区新橋4-26-6ユニゾンビル2Ｆ

澤木 雄一

284 特13-300760

平成16年12月1日

株式会社ディーオーディーエス

名古屋市中区栄4-2-10

福井 常雄

285 特13-300822

平成16年12月21日 株式会社ＡＢＣコミュニケーションズ

東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル14階

塩田 雄司

286 特13-300871

平成17年1月18日

株式会社 ティーズシステムワークス

東京都千代田区神田司町2-7

谷村 恭則

287 特13-300959

平成17年2月8日

有限会社ケーズコンテックス

東京都新宿区上落合2-28-12

三瓶 宏人

288 特13-300976

平成17年2月10日

シーフェニックス株式会社

東京都文京区白山4-18-11

朴 津宣

289 特13-300983

平成17年2月14日

有限会社イメージ・インダストリー

東京都港区高輪2-12-41-403

髙橋 宏辰

290 特13-301058

平成17年3月2日

株式会社ジオマックス

東京都豊島区南池袋3-13-5

皆川 豊

291 特13-301109

平成17年3月17日

Japanese Computer Services Limirted.

東京都港区西新橋1-17-13

古川 利夫

292 特13-301171

平成17年3月31日

有限会社 インテルバン

東京都福生市熊川1697-16-4階

松尾 パトリック

293 特13-301181

平成17年3月31日

JOWａｔｓｏｎ株式会社

東京都中央区八丁堀2-27-6

永田 泰一

294 特13-301212

平成17年4月7日

株式会社 ナリジェンス

福岡県福岡市早良区祖原5-3

石川 かおる

295 特13-301266

平成17年4月22日

株式会社マイケルソフト

東京都杉並区高円寺北2-19-6

佐藤 良典

296 特13-301308

平成17年5月2日

ティー・ディー・システムテクノロジー株式会社

東京都府中市晴見町2-24-1

齊藤 修

297 特13-301402

平成17年5月20日

有限会社

東京都渋谷区恵比寿4-22-8-401

廣田 晃

298 特13-301405

平成17年5月30日

株式会社ペガシス

東京都千代田区神田多町2-5

西村 仁

299 特13-301418

平成17年6月1日

ウェブソーシング株式会社

東京都千代田区麹町3-3

小島 裕次郎

300 特13-301423

平成17年6月1日

有限会社 パシフィックオーシャン

東京都新宿区西新宿7-17-14

太田 洋平

301 特13-301461

平成17年6月10日

有限会社 ジークライド

東京都世田谷区大原2-14-3

土屋 智弘

302 特13-301505

平成17年6月22日

株式会社グリーン総研

東京都新宿区下落合1-1-1 トキワパレス907

入江 孝一

303 特13-301530

平成17年6月28日

株式会社 日本データトゥイン

東京都港区芝大門1-3-5

室谷 清彦

304 特13-301551

平成17年6月30日

株式会社 葵アーキテクツ

東京都足立区中央本町3-12-1-1206

小島 信浩

アット・ワーク

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

住所

代表者の氏名

305 特13-301583

平成17年7月12日

日本ベネッセ株式会社

東京都新宿区上落合1-15-7

白井 保夫

306 特13-301607

平成17年7月20日

株式会社 アジアビジネスネットワーク

東京都中央区日本橋横山町1-3

石井 吾源

307 特13-301613

平成17年7月20日

株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1

中村 秀一

308 特13-301622

平成17年7月22日

株式会社デジタルワン

東京都中央区日本橋人形町1-2-12 元林ビル

吉田 周平

309 特13-301647

平成17年7月27日

株式会社 現代企画社

東京都新宿区新宿5-15-6

遠藤 登

310 特13-301693

平成17年8月4日

大器システムサービス株式会社

東京都渋谷区桜丘17-9

高橋 勝彦

311 特13-301729

平成17年8月12日

株式会社アイワ(旧 有限会社アイアールシー） 東京都文京区千石4-7-2

角保 育伸

312 特13-301745

平成17年8月17日

有限会社 大日

東京都大田区田園調布5-10-18

奥田 敏郎

313 特13-301757

平成12年9月1日

株式会社グロウ

東京都港区西新橋1-2-9

清水 良祐

314 特13-301786

平成17年8月24日

株式会社 ビルサイト

東京都港区新橋1-1-1

佐々木 和弘

315 特13-301807

平成17年8月29日

有限会社 弘和商事

東京都羽村市富士見平1-1-14

山村 隆

316 特13-301879

平成17年9月9日

日本インターネット株式会社（旧インターネットテクノロジー株式会社）

東京都港区芝公園4-4-7

上見 眞人

317 特13-301908

平成17年9月16日

アイ・エヌ・エイ株式会社

東京都大田区東馬込2-19-11

伊奈 輝通

318 特13-301937

平成17年9月26日

Ｓｕｍｍｉｔ Ｔｒｉａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

東京都千代田区紀尾井町4-13 マードレ松田ビル4階

中川 宏

319 特13-301938

平成17年9月26日

株式会社 ヤード

東京都港区東麻布1-3-7

相田 勗

320 特13-301962

平成17年9月28日

株式会社 オーディーエス

東京都文京区本郷3-17-12

山口 峻宏

321 特13-301985

平成17年9月30日

株式会社エシックス

東京都港区西新橋3-15-12 西新橋ＪＫビル2階

川尻 明克

322 特13-301997

平成17年10月3日

有限会社 カオティック・テック

東京都豊島区南池袋1-9-18

伊勢崎 聡

323 特13-302114

平成17年10月26日

アークビットシステム株式会社（旧 有限会社アークビットシステム）

東京都大田区西蒲田6-35-14

梶原 邦仁

324 特13-302132

平成17年10月28日 株式会社 ポニックス

東京と渋谷区道玄坂2-19-3-606

銭 暁毘

325 特13-302149

平成17年11月1日

326 特13-302189

平成17年11月10日 コムユース株式会社

東京都立川市錦町3-1-16

豊泉 好市

327 特13-302250

平成17年11月25日 有限会社 長田工業

東京都西東京市南町3-2-2 コーポ田無202

長田 光子

328 特13-302256

平成17年11月28日 株式会社

東京都新宿区大京町32

坂田 泰雄

329 特13-302311

平成17年12月6日

株式会社 アースレスコ

東京都渋谷区代々木2-23-1

北林 正人

330 特13-302335

平成17年12月9日

株式会社 オルバ

東京都港区虎ノ門2-2-1 ＪＴビル15Ｆ

森 哲雄

331 特13-302403

平成17年12月22日 株式会社ＩＴマーケティングインテグレーションズ 東京都港区西麻布3-13-10

関本 雅一

332 特13-302404

平成17年12月22日 株式会社 Ｉ T マーケティングシステムズ

東京都渋谷区恵比寿1-13-6

関本 雅一

333 特13-302417

平成17年12月26日 有限会社アイケイワイ・スタッフ

東京都杉並区荻窪4-21-21

藤田 清志

334 特13-302461

平成18年1月13日

株式会社キャスト（旧有限会社 プライムコード） 東京都品川区東五反田1-19-10

上長根 隆

335 特13-302473

平成18年1月17日

株式会社 iSoftStone Information

丹波 嘉晧

336 特13-302488

平成18年1月20日

株式会社パム・システム(旧 アット・クロス株式会社） 東京都千代田区神田錦町3-21-1265

吉良 誠

337 特13-302539

平成18年2月1日

株式会社 エム・ファクトリー

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

酒井 剛

338 特13-302584

平成18年2月14日

株式会社マイクロダイナミクス

東京都北区滝野川7-21-13

柴﨑 忠生

339 特13-302617

平成18年2月21日

ＥＨＥ株式会社

東京都港区赤坂9-6-19

深江 今朝夫

340 特13-302783

平成18年3月23日

日本ビルテックマネジメント株式会社

東京都台東区東上野6-16-9

佐藤 誠一

341 特13-302793

平成18年3月24日

株式会社グローバルワン(旧 株式会社サプライズ・コミュニケーションズ）

茨城県稲敷市江戸崎甲691-2Ｆ

吉田 一也

342 特13-302800

平成18年3月27日

株式会社ジエッツ

東京都新宿区高田馬場1-29-7

榎本 孝治

343 特13-302837

平成18年3月30日

株式会社 プラチナエステックス

東京都渋谷区恵比寿西1-30-10 イルテンポ

村石 靖彦

344 特13-302865

平成18年4月3日

株式会社 大東物産

東京都墨田区千歳2-9-13-101

鈴木 洋子

345 特13-302882

平成18年4月6日

三友テクノシステム株式会社

東京都新宿区新宿1-7-7

佐野 恒夫

346 特13-302894

平成18年4月10日

株式会社ワーク・アシスタンス・サービス

東京都中央区銀座8-8-6

佐藤 さかゑ

347 特13-302987

平成18年4月28日

ソフトハウス株式会社

東京都中央区日本橋室町1-6-3

今村 充裕

348 特13-303077

平成18年5月26日

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｆｌｏｗ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ＡｍｅｒｉｃａＩｎｃ． 東京都渋谷区桜丘町2-9

加藤 美菜

349 特13-303119

平成18年6月2日

有限会社 D&A

東京都千代田区神田和泉町1-6-1

金城 浩一郎

350 特13-303197

平成18年6月16日

サイバーヴィジョン株式会社(旧 キャリアアソシエイツ株式会社）

神奈川県横浜市弥生町2-15-1

岡元 伸一郎

351 特13-303202

平成18年6月19日

フリーランスター株式会社

千葉県柏市かやの町2-26

山本 勝

352 特13-303234

平成18年6月26日

株式会社 プライムアクト

東京都千代田区外神田6-15-14

中村 建男

353 特13-303285

平成18年6月30日

ＴraｎsGlobal Ｓｏｆｔｗａｒｅ 株式会社

東京都中央区新川2-6-17

丸山 浩太郎

354 特13-303296

平成18年7月4日

有限会社エープラス

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-1-8

名兒耶 晃

355 特13-303301

平成18年7月4日

有限会社 サテライト

東京都板橋区中板橋15-8 関谷マンション301

李 云欽

ブレインリード

ルチルハイコミュニケーションスタッフ株式会社 東京都府中市天神町3-5-6

オーピーシー

東京都台東区秋葉原3-3 アキバビル301

塩崎 泰久

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

住所

代表者の氏名

356 特13-303332

平成18年7月11日

株式会社 プレステージダイナー

東京都港区赤坂3-21-15

城谷 晃

357 特13-303335

平成18年7月12日

株式会社ＮＳパートナーズ

東京都豊島区池袋2-41-5

石﨑 淳一

358 特13-303344

平成18年7月13日

東和テック株式会社

東京都港区東新橋2-10-10

吉田 公信

359 特13-303347

平成18年7月13日

インテンシア株式会社

東京都渋谷区広尾5-4-12

神宮司 聖仁

360 特13-303370

平成18年7月19日

フリースタッフサービス株式会社

東京都千代田区鍛冶町2-9-18

佐伯 和哉

361 特13-303380

平成18年7月21日

株式会社ザイトス

東京都杉並区阿佐ヶ谷南1-10-2

西山 正二

362 特13-303481

平成18年8月9日

株式会社オープンアカウント

東京都品川区東五反田2-6-5

石村 明

363 特13-303501

平成18年8月14日

有限会社 東

東京都北区赤羽1-12-6

北原 利次

364 特13-303549

平成18年8月25日

有限会社 トライソフト

東京都新宿区西新宿8-1-12

德重 徹

365 特13-303567

平成18年8月28日

株式会社日鯨商事

東京都江東区東雲2-1-34

渡邉 剛

366 特13-303628

平成18年9月4日

坂本工業株式会社

東京都八王子市大谷町146

糸井 宏治

367 特13-303630

平成18年9月5日

ネクストコンサルタント株式会社

東京都豊島区西池袋3-33-6

亀山 美知夫

368 特13-303631

平成18年9月5日

株式会社クラフト

東京都中央区日本橋大伝馬町7-6

後藤 浩之

369 特13-303661

平成18年9月8日

株式会社ＰＨＰＳＣＨＯＯＬ

東京都新宿区大久保2-2-12 東新宿ファストビル

福沢 文明

370 特13-303704

平成18年9月15日

株式会社ブルヘッド

東京都中野区中野2-19-2

村中 利安

371 特13-303765

平成18年9月26日

株式会社博英システムズ

東京都新宿区早稲田町68

池端 浩一

372 特13-303828

平成18年10月2日

有限会社アクトハンズ

東京都新宿区余丁町4-14 石川ビル302

小笠原 和貴

373 特13-303842

平成18年10月3日

ジャイノ株式会社

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階 荒井 貴司

374 特13-303850

平成18年10月4日

株式会社シスメイト・テクノロジー

東京都港区三田1-3-33

申 相元

375 特13-303866

平成18年10月10日 有限会社スワローエクスプレス

東京都中央区湊2-13-11

宮崎 茂

376 特13-303867

平成18年10月10日 株式会社 グレートオーク・インターナショナル 東京都港区東新橋2-10-10

矢萩 英樹

377 特13-303898

平成16年3月1日

東京都目黒区祐天寺20-13-12

上浦 俊一

378 特13-303899

平成18年10月16日 株式会社 ビーフィット

東京都豊島区東池袋3-7-7

増田 茂

379 特13-303907

平成18年10月17日 株式会社ＫＳＩ

東京都渋谷区恵比寿南2-1-11

藤本 学

380 特13-303937

平成18年10月20日 株式会社ソフトビジネスコーポレーション

東京都大田区千鳥1-10-16

矢野 克己

381 特13-303970

平成18年10月25日 株式会社ピー・プレイス

東京都渋谷区初台2-15-7

井上 明

382 特13-303977

平成17年8月11日

東京都台東区上野5-5-8 第7協立ビル4Ｆ

金谷 正

383 特13-303990

平成18年10月27日 株式会社 アテナシステム

東京都新宿区西新宿4-32-4

佐藤 賢

384 特13-304212

平成18年11月22日 株式会社マスタード

東京都世田谷区鎌田3-2-24

片岡 延寿

385 特13-304242

平成18年11月28日 禅設計株式会社

東京都港区高輪3-25-18 関ビル分室

細馬 隆光

386 特13-304317

平成18年12月5日

株式会社ジェイ・エンジニアリング

東京都台東区東上野5-1-6

竹内 孝明

387 特13-304338

平成18年12月7日

株式会社セデナ

東京都品川区小山3-6-18

ノイ・エレズ

388 特13-304352

平成18年12月8日

未来創造株式会社

東京都新宿区新宿5-1-13

森島 伸夫

389 特13-304392

平成18年12月13日 株式会社 ヒューマンロジスティックス

アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市カラカウア通り2270番704-2号室 鈴木 義一

390 特13-304462

平成18年12月19日 有限会社アゴラ空間工房

東京都港区芝公園1-2-10-608

草野 光

391 特13-304582

平成18年12月27日 株式会社モードワークス(旧 株式会社ゼロ）

東京都台東区根岸2-18-17

山田 理記

392 特13-304606

平成18年12月28日 株式会社アセアン

東京都荒川区西日暮里2-53-1

浅田 弘美

393 特13-304611

平成18年12月28日 株式会社ＣＡＲＥＧＩＶＥＲ ＴＯＭＯＲＲＯＷ

東京都東村山市美住町1-9-7

脇山 祐一

394 特13-304624

平成19年1月4日

有限会社コウシュン

東京都台東区池之端4-24-10

安形 公一

395 特13-304632

平成19年1月5日

オーダーメイド創薬株式会社

東京都港区虎ノ門1-14-1

墨谷 勇

396 特13-304676

平成19年1月15日

レーベンアンドハーモニー有限会社

東京都目黒区自由が丘2-17-11

平井 豪人

397 特13-304681

平成19年1月15日

三和土木工業株式会社

東京都台東区台東4-29-12

井口 丞

398 特13-304699

平成19年1月17日

株式会社ヒューマンネット

東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール4階

宇野 聡

399 特13-304711

平成19年1月18日

株式会社オプティメディア

東京都江東区亀戸1-28-6

李 涛

400 特13-304797

平成19年1月29日

株式会社パワーコール

東京都大田区大森北3-24-2-3002

本田 善三

401 特13-304806

平成19年1月29日

トーヨーシステム株式会社

東京都港区西麻布4-22-7

萩原 豊

402 特13-304865

平成19年2月2日

株式会社ＪＬＩ

東京都新宿区大久保2-6-16

中郡 国夫

403 特13-304886

平成19年2月6日

株式会社アイデイエー

東京都町田市南成瀬5-1-8

宇野 敦子

404 特13-304915

平成19年2月7日

株式会社イジテック

東京都新宿住吉町8-5 曙橋コーポ3Ｂ

張 麟泳

405 特13-305007

平成19年2月16日

ジャストネット株式会社

東京都渋谷区初台1-51-1

佐藤 益次

406 特13-305046

平成19年2月21日

システムウッド株式会社

東京都中央区日本橋本町2-8-8

西谷 勝旗

信

有限会社ジャパンスタッフクリエイション

株式会社ケービーシー

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

住所

代表者の氏名

407 特13-305062

平成18年2月21日

ＪＵＰＩＣＯＮ株式会社

東京都港区芝5-30-1-503

許 東旭

408 特13-305074

平成19年2月22日

株式会社アトラクトライブ

東京都千代田区神田練塀町73

磯部 淳巳

409 特13-305111

平成19年2月26日

ＷｅｄｇｅＳｏｆｔ株式会社

東京都江東区亀戸2-6-1-808

李 春姫

410 特13-305117

平成19年2月27日

有限会社アテンド

東京都世田谷区玉川3-38-10

金子 吉伸

411 特13-305139

平成19年2月28日

株式会社 ブランニューコーポレーション

東京都新宿区西早稲田2-18-32 ＳＣＡLE301

村田 晃士

412 特13-305192

平成19年3月2日

株式会社Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｑｕａｒｅ

東京都墨田区錦糸1-2-1

田嶋 宣弘

413 特13-305232

平成19年3月6日

株式会社ニモ・コーポレーション

東京都中央区日本橋久松町5-7

野﨑 浩嗣

414 特13-305315

平成19年3月13日

株式会社リアライブ（旧株式会社おしごと研究所） 福岡県福岡市博多区中洲4-7-7

荒木 健剛

415 特13-305423

平成19年3月20日

株式会社創世

東京都新宿区西新宿6-12-7-702

谷口 恵子

416 特13-305532

平成19年3月28日

イーソフト株式会社

東京都葛飾区青戸3-34-5 ステイツ青戸301

鈴木 政幸

417 特13-305572

平成19年3月29日

有限会社アーバンフロンティア

東京都港区赤坂4-2-8 金春ビル5階Ｄ号室

齊藤 容浩

418 特13-305592

平成19年3月30日

株式会社クオリア

東京都町田区森野1-8-1

嵯峨 朋哉

419 特13-305709

平成19年4月9日

特定非営利活動法人シルバーエイジ・セーフテイシステムズ

東京都葛飾区立石1-5-6 ＩＭＧビル1Ｆ

青川 孝

420 特13-305799

平成19年4月18日

株式会社 シスダック

東京都小平市学園西町2-14-20

小野寺 徹

421 特13-305950

平成19年5月2日

株式会社トビカジ

東京都江戸川区船堀1-8-16

大越 雄一

422 特13-305981

平成19年5月1日

泰幸商事株式会社

東京都中央区銀座3-8-4

猪俣 幸治

423 特13-305986

平成19年5月9日

株式会社東京ハイテック

東京都新宿区四谷4-28-6

王 春成

424 特13-305997

平成19年5月10日

株式会社アブソリュート・エンタープライズ

東京都新宿区百人町2-24-6

松本 天心

425 特13-306026

平成19年5月15日

吉岡電機株式会社

東京都府中市宮西町3-8-1 セザールプラザ府中217

吉岡 乾

426 特13-306051

平成19年5月17日

ゴールドＳＥ株式会社

東京都足立区千住旭町41-14 第一ビル6Ｆ

許 英花

427 特13-306067

平成19年5月18日

株式会社システムキャロル

栃木県宇都宮市御幸ヶ原町10-36-1106

河合 崇

428 特13-306068

平成19年5月18日

anew planning株式会社

東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー

村田 峰人

429 特13-306174

平成19年5月29日

株式会社パームネット

東京都中央区日本橋人形町2-23-1

伊藤 光邦

430 特13-306272

平成19年6月7日

株式会社 ヒューマン・プラス

東京都台東区蔵前2-4-3

竹中 祥之

431 特13-306391

平成19年6月21日

有限会社インフィニ・デザイン

東京都千代田区三番町20

中村 照明

432 特13-306406

平成19年6月22日

ＡＴＧ株式会社

東京都練馬区光が丘3-8-12-418

全 熙京

433 特13-306411

平成19年6月25日

株式会社ティーアンドワイ

東京都港区三田1-2-18

岡田 忠士

434 特13-306427

平成19年6月26日

株式会社リアクセント

東京都武蔵野市吉祥寺南町1-5-3

二見 道忠

435 特13-306456

平成19年6月28日

株式会社アーステクノロジー

東京都中央区新川2-18-10

石井 信一

436 特13-306476

平成19年6月29日

株式会社ジャパングラフィックス

東京都港区浜松町1-2-1 一光浜松町ビル6Ｆ

福井 征司

437 特13-306497

平成19年7月3日

株式会社デルソル・ジャパン

東京都港区西新橋2-23-3

宮脇 健司

438 特13-306516

平成19年7月5日

prisoneeds株式会社

東京都世田谷区代田5-24-11

吉田 麗将

439 特13-306621

平成19年7月24日

株式会社ギークスユナイテッド

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 永谷シティプラザ514

永野 淳也

440 特13-306644

平成19年7月26日

株式会社建築環境評価センター

東京都中央区日本橋浜町1-3-12

玉田 忍

441 特13-306647

平成19年7月26日

株式会社エピオンテク

東京都千代田区岩本町2-9-11 陽明ビル6階

金 錫泰

442 特13-306708

平成19年8月2日

有限会社プロス

東京都品川区西五反田3-1-4

後上 信幸

443 特13-306738

平成19年8月7日

株式会社ベイスバランス

東京都昭島市美堀町4-4-3

串間 正雄

444 特13-306743

平成19年8月8日

株式会社プログレスインタラクティブ

東京都港区東麻布1-5-2

斎藤 一穂

445 特13-306855

平成19年8月23日

創和設計株式会社

東京都千代田区神田和泉町1番地

鈴木 賢治

446 特13-306863

平成19年8月23日

株式会社TOS

東京都渋谷区本町4-21-2

名児耶 高政

447 特13-306889

平成19年8月27日

フェニックスソリューション株式会社

東京都台東区台東3-36-1

千葉 浩史

448 特13-306904

平成19年8月29日

株式会社ラピースエージェント

東京都渋谷区南平台町15-10

小池 温男

449 特13-306920

平成19年8月30日

株式会社多夢コーポレーション

東京都大田区西蒲田7-17-1

磯部 義章

450 特13-307087

平成19年9月21日

エム・アイ・シックス有限会社

東京都港区西麻布3-21-20

中山 幹雄

451 特13-307175

平成19年10月3日

株式会社嘉通イーソリューションズ

東京都千代田区岩本町2-14-3 三貴ビル402

張 珂

452 特13-307209

平成19年10月11日 株式会社ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ

東京都台東区入谷1-11-5

斉藤 雄大

453 特13-307242

平成19年10月15日 ゼロナイン株式会社

東京都港区港南5-2-16

生江 一善

454 特13-307277

平成19年10月18日 サイバーパスジャパン株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-34-1

亀井 弘

455 特13-307317

平成19年10月23日 ミッシエル＆マイケルマイヤー株式会社

東京都渋谷区広尾1-1-7

米谷 雅之

456 特13-307325

平成19年10月24日 ワールド・ワイド・エンジニアリング株式会社

東京都中央区日本橋箱崎町1-13

長谷川 篤志夫

457 特13-307326

平成19年10月24日 株式会社方波見

東京都杉並区高円寺南4-23-5 ＡＣＰビル8Ｆ

方波見 猛

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

住所

代表者の氏名

458 特13-307328

平成19年10月24日 株式会社アップドラフト

東京都新宿区市谷本村町3-26

土居 優子

459 特13-307348

平成19年10月26日 株式会社ワンエーティープロモーション

東京都新宿区四谷4-3-1 ワールド四谷ビル5階Ｂ号室

井上 敬典

460 特13-307359

平成19年10月29日 株式会社Ｔ・Ｌ

東京都目黒区下目黒3-6-11

水谷 吉朗

461 特13-307377

平成19年10月31日 株式会社ネクストワーカー

東京都昭島市玉川町3-1-3

木山 玲子

462 特13-307397

平成19年11月1日

株式会社 Long Field

東京都港区虎ノ門1-1-21 新虎ノ門実業会館Ｂ3Ｆ

永野 典明

463 特13-307433

平成19年11月9日

サイレクス株式会社

東京都港区東新橋2-7-7

東 保孝

464 特13-307472

平成19年11月15日 有限会社アシスト・ワークス

東京都豊島区南大塚3-34-7 丸善大塚ビル

大島 英雄

465 特13-307625

平成19年12月10日 株式会社 リーズスタッフ

東京都大田区西蒲田7-4-5

阿部 知也

466 特13-307646

平成19年12月12日 株式会社コール＆プット

東京都港区南青山1-20-2

八木 宣成

467 特13-307649

平成19年12月12日 Ｉｄｅａｌ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ株式会社

東京都中央区入船3-1-5

坂本 多都浩

468 特13-307718

平成19年12月21日 プロエンジ 株式会社

東京都千代田区鍛冶町1-9-9

高宮 晋作

469 特13-307726

平成19年12月21日 グローバルリンク株式会社

東京都品川区西五反田2-6-3

早川 充美

470 特13-307741

平成19年12月25日 エース株式会社

東京都足立区弘道1-27-1 イガラシコーポ1Ｆ

神山 武

471 特13-307974

平成20年2月1日

株式会社 イーコモンズ

東京都台東区上野3-6-10

飯嶋 健次

472 特13-308041

平成20年2月8日

株式会社 ポレスター・パートナーズ

東京都渋谷区恵比寿4-25-1-401

奥田 昇

473 特13-308093

平成20年2月15日

ベイエリアサポート 株式会社

東京都豊島区東池袋1-36-3

赤坂 文仁

474 特13-308178

平成20年2月27日

スタンダードソフト・ジャパン 株式会社

東京都中央区日本橋人形町1-13-9

韓 金光

475 特13-308184

平成20年2月27日

共和ソフト 株式会社

東京都豊島区南池袋3-13-7

劉 健

476 特13-308303

平成20年3月11日

株式会社マーケットエックス

東京都新宿区西新宿6-5-1

木戸 貴司

477 特13-308341

平成20年3月14日

オーリソース 株式会社

東京都墨田区大平2-3-13

松谷 光男

478 特13-308413

平成20年3月24日

インターデータ 株式会社

東京都台東区台東1-31-10

高栁 昭司

479 特13-308474

平成20年3月28日

株式会社 システムゲイト

東京都豊島区巣鴨3-6-15

小松 治夫

480 特13-308591

平成20年4月11日

株式会社 ＨＳＰｒｏｄｕｃｅ

東京都中央区銀座6-14-8

坂口 英樹

481 特13-308612

平成20年4月15日

株式会社グローバルサポート

東京都江戸川区篠崎町1-279-2 2Ｆ

竹内 佑介

482 特13-308639

平成20年4月21日

ＨＣパートナーズ 株式会社

東京都文京区本郷4-25-9-703

石川 幸

483 特13-308673

平成20年4月23日

株式会社 コンシエイツ

東京都府中市清水が丘1-3-8

下中村 一志

484 特13-308792

平成20年5月15日

株式会社 アピカル

東京都品川区西五反田2-13-1

小早川 康隆

485 特13-308861

平成20年5月26日

株式会社 オカベ

東京都中央区日本橋浜町3-35-5

岡部 弘

486 特13-309086

平成20年6月20日

株式会社 リバーフィールド

東京都新宿区神楽坂3-2-36

長谷川 尚之

487 特13-309159

平成20年6月27日

株式会社 ゼストライン

東京都港区新橋3-16-2

一迫 敏洋

488 特13-309207

平成20年7月2日

株式会社 Ｐｌａｎｒｏｌ

東京都中央区銀座7-13-3

植木 誠

489 特13-309208

平成20年7月2日

株式会社吉祥

東京都新宿区百人町2-20-2-502

前田 勝次

490 特13-309310

平成20年7月15日

ジャパン・ビジネスサポート 株式会社

東京都千代田区神田須田町2-3-12 ＫＴＣビル

渡邊 忠信

491 特13-309340

平成20年7月18日

ティ・エフ・イー 株式会社

東京都千代田区飯田橋3-11-5

木村 龍男

492 特13-309483

平成18年8月15日

株式会社ナカノフーズ

東京都足立区日ノ出町27-3-834

中野 隆浩

493 特13-309506

平成20年8月11日

京西 株式会社

東京都江戸川区中葛西6-5-12

神野 理香

494 特13-309514

平成20年8月12日

アブソテック 株式会社

東京都台東区台東東4-5-12

後藤 祐治

495 特13-309651

平成20年9月30日

株式会社 モバイルコミュニケーション

東京都新宿区百人町2-26-5

高木 準一

496 特13-309667

平成20年9月5日

日本セルネット 株式会社

東京都江東区亀戸1-36-4 ウカジビル405

金 正煥

497 特13-309701

平成20年9月10日

シーサイド・システム株式会社

東京都台東区東上野3-1-8

市村 篤史

498 特13-309730

平成20年9月12日

株式会社 エヌエーオー

東京都練馬区豊田中3-13-6 ロワール豊玉200号室

尾崎 正大

499 特13-309798

平成20年9月24日

株式会社ＩＣＭジャパン

東京都中央区東日本橋1-1-20

甲 慶煥

500 特13-309937

平成20年10月8日

株式会社 ＦＳＫリンク

東京都新宿区榎町33-1 ザ・スクエアービル5階

古田 伸一

501 特13-310059

平成20年10月27日 株式会社 ＡＣＥネットワーク

東京都品川区西五反田2-23-11

坂西 満

502 特13-310142

平成20年11月7日

東京都足立区鹿浜7-6-5

櫻井 雪信

503 特13-310217

平成20年11月20日 株式会社 ピンスポット

東京都武蔵村山市中央2-13-2

根本 剛

504 特13-310225

平成20年11月21日 有限会社 アウトバーン

東京都府中市八幡町3-19-21 サンサティア601

井上 勝

505 特13-310409

平成20年12月22日 株式会社 ワイ・エヌ・ダブリュウ・エイ

東京都豊島区要町2-3-4

野口 米男

506 特13-310447

平成20年12月25日 株式会社 人財グローバルネット

東京都港区東新橋2-18-3

伊藤 正泰

507 特13-310538

平成21年1月23日

株式会社デフ・コミュニケーションズ

東京都中央区銀座6-6-1

吉田 諭史

508 特13-310716

平成21年2月20日

株式会社 ノエンド

東京都新宿区新宿1-8-4

野村 格

有限会社 エヌオーエス技建

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

住所

代表者の氏名

509 特13-310768

平成21年2月27日

アイオー・ビィ・シィ 株式会社

東京都品川区南大井6-12-13

木下 茂蔵

510 特13-310903

平成21年3月23日

有限会社セイワ物流

東京都品川区南品川5-13-15

奥 惟之

511 特13-310905

平成21年3月23日

株式会社レジャーライセンスジャパン

東京都江東区木場1-4-10 甲ビル2Ｆ

岡村 信善

512 特13-310929

平成21年3月25日

日本電気通信株式会社

東京都大田区大森北1-17-13

井上 司郎

513 特13-311011

平成21年4月1日

プロモバイル株式会社

東京都渋谷区広尾3-12-24

百瀬 健太

514 特13-311098

平成21年4月17日

有限会社アシストワン

東京都板橋区板橋2-53-14

玉川 卓生

515 特13-311138

平成21年4月24日

株式会社ＩＣＴコンサルテーションズ

東京都港区虎ノ門4-3-20

関本 雅一

516 特13-311257

平成21年5月22日

サニープレイス有限会社

東京都杉並区堀ノ内1-5-17 原田ビル101

薄井 美樹

517 特13-311354

平成21年6月15日

株式会社ハルーツ

東京都品川区西五反田2-13-1 プレジデントハイツ506号

佐々木 正弘

518 特13-311412

平成21年6月24日

インフィニティテック株式会社

東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4Ｆ

洪 華天

519 特13-311415

平成21年6月24日

ＣＯＡテクノロジ株式会社

東京都渋谷区鶯谷町5-6 武田ビル3号

内田 治

520 特13-311544

平成21年7月22日

株式会社リテイリングイレブン

東京都渋谷区丸山町6-7 渋谷アムフラット1Ｆ

三井 秀明

521 特13-311713

平成21年8月28日

株式会社アールケイ・システムズ

東京都港区南青山2-11-14

石黒 義久

522 特13-311718

平成21年8月31日

有限会社日野建

東京都日野市大字日野33-1

宇野 政洋

523 特13-311817

平成21年9月25日

株式会社アマラント

東京都文京区湯島3-27-8

曽根 吉道

524 特13-311991

平成21年11月4日

一般社団法人日本ドライバーズサポート協会

東京都港区北青山1-4-1-901

松川 勝男

525 特13-312058

平成21年11月19日 エム・エスソリューションズ株式会社

東京都中央区京橋2-11-5

藤本 光雄

526 特13-312071

平成21年11月25日 有限会社ハックス

東京都港区東麻布1-17-4

松藤 豪

527 特13-312418

平成22年3月3日

株式会社オープンホールディングス

東京都千代田区丸の内1-5-1

高橋 世司紀

528 特13-312461

平成22年3月15日

株式会社グレイス・インテグリティ

東京都渋谷区道玄坂1-15-3 プリメーラ道玄坂230

髙橋 恵介

529 特13-312523

平成22年3月25日

株式会社エルシステム

東京都新宿区北新宿3-25-3

渡辺 龍一郎

530 特13-312987

平成22年7月22日

テラブレイン株式会社

東京都渋谷区道玄坂1-15-3

韮山 一夫

531 特13-313130

平成22年9月1日

株式会社SNI人材企画

東京都中央区新川2-20-5

杉山 篤志

532 特13-313132

平成22年9月1日

AMFインターナショナル株式会社

東京都中央区日本橋兜町5-1 ＡＩＧ兜町ビル3階

グリセット・アンドレ・マーセルス

533 特13-313429

平成22年11月26日 ベストソフト株式会社

東京都千代田区岩本町1-3-1

井上 潔

534 特13-314062

平成23年6月15日

エクセリオ株式会社

東京都品川区東五反田2-8-8

山本 篤史

535 特13-314791

平成24年2月2日

日本エアメディカル株式会社

群馬県安中市板鼻2-6-31

藤川 正和

536 特13-316297

平成25年5月23日

合同会社恵路Ｅ＆Ｅトータルサポート

東京都目黒区洗足1-11-14

西川 博敏

537 特13-317057

平成26年2月10日

株式会社ジャスティ

東京都千代田区三崎町3-3-20

河村 尚宏

538 特13-305298

平成19年3月12日

有限会社ＦＯＬＬＯＷ・Ｃ

東京都中央区日本橋人形町2-21-11 山竹ビル

布施 泰

539 特13-308448

平成20年3月27日

株式会社アースリンクネットワーク

東京都港区白金6-14-24

上原 正吉

540 特13-309177

平成20年6月30日

ＮＳＯＦＴ株式会社

東京都新宿区大久保2-7-1

鄭 宇植

541 特13-310924

平成21年3月24日

株式会社叢

東京都千代田区岩本町2-5-8

水野 優

542 特13-311253

平成21年5月22日

ＧＨ株式会社(旧ゼネラルヘルスケア株式会社） 東京都港区南青山2-2-12 ウイン青山ビル9階

竹澤 慎一郎

543 特13-312813

平成22年6月1日

デクスター株式会社

東京都杉並区井草5-9-4

丸山 美智穂

544 特13-312975

平成22年7月20日

ピー＆エフ株式会社

東京都品川区西五反田1-11-1

小島 明彦

545 特13-313249

平成22年10月1日

株式会社サニーアン

東京都中央区晴海2-3-30-2815

岩佐 倫子

546 特13-314708

平成24年1月12日

株式会社クライス

東京都中央区日本橋浜町3-35-5

竹山 絹枝

547 特13-301234

平成17年4月12日

株式会社山五

東京都八王子市南大沢3ー21ー1

五十峯 一郎

548 特13-311838

平成21年9月29日

株式会社ジョイプランニング

東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ3階316号室

植木 武

549 特13-312460

平成22年3月15日

ジョブ・リンク・システム株式会社

東京都目黒区八雲三丁目12‐24

武藤 光弘

550 特13-312876

平成22年6月17日

株式会社ファイブエー

東京都豊島区東池袋一丁目14番12号 本多ビル2F

浅岡 卓磨

551 特13-312958

平成22年7月12日

籠池商事株式会社 大阪営業所

大阪府大阪市淀川区塚本4丁目7番8号 社会福祉法人肇國舎高等森友学園内1階

籠池 義樹

552 特13-309191

平成20年7月1日

タレントインク株式会社

553 特13-313525

平成22年12月21日 合同会社東京選抜

554 特13-316410

平成25年6月25日

東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー15階
大阪府大阪市淀川区塚本6-4-8
グリーンピア塚本201
東京都中野区中野4-3-1 中野サンクオーレ1603

バー・アクキサンダー・ウイリアム

555 特13-304385

平成18年12月13日 株式会社オクト・インターナショナル

東京都渋谷区渋谷三丁目1-8

添田 裕司

556 特13-312457

平成22年3月12日

株式会社リングエージェント

東京都調布市飛田給三丁目17番地18

廣瀬 俊也

557 特13-316573

平成25年8月26日

株式会社地域医療情報研究開発機構

東京都新宿区新宿六丁目12番5号

狩野 輝昭

558 特13-316986

平成26年1月23日

株式会社フォーティエム 名古屋支社

愛知県名古屋市中区錦三丁目11-25 アーク栄錦ニュービジネスビル8階806号

金井 孟

559 特13-040508

昭和62年7月1日

株式会社 ヴィジュアル ベイ

島根県松江市北田町70-2

池田 泰裕

株式会社尚未

五十嵐 綸
岩田 利男

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

住所

代表者の氏名

560 特13-306151

平成19年5月28日

ウィンクル株式会社

東京都町田市南成瀬5－17－18

本田 斉

561 特13-307055

平成19年9月19日

南 裕太

東京都渋谷区広尾1－7－19 パレステュディオ広尾203

南 裕太

562 特13-308115

平成20年2月19日

ＳＨＥ 株式会社

東京都江東区亀戸2-43-2

高本 好烈

563 特13-310238

平成20年11月25日 株式会社 メインジャパン

東京都文京区音羽2-9-3

金 永潤

564 特13-311522

平成21年7月16日

株式会社グランドロジ

東京都品川区西五反田1-4-8-308

西 昭雄

565 特13-314260

平成23年8月18日

株式会社 ＲＡＢＩＴ ＦＯＯＴ

東京都豊島区東池袋3-15-14-308

海野 幸史

566 特13-301621

平成17年7月22日

株式会社サンフィールドプランニング

東京都足立区竹の塚1-34-13

外崎 広之

567 特13-304710

平成19年1月18日

株式会社ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝ

東京都中野区東中野1-45-7

南島 信夫（洪 信夫）

568 特13-306926

平成21年7月7日

株式会社セッション

東京都渋谷区神宮前3－23－8

木戸 卓樹

569 特13-309156

平成20年6月27日

株式会社 ビッツ・ワン

東京都台東区台東4－7－6

中村 多喜雄

570 特13-310210

平成20年11月20日 ユアステージ 有限会社

東京都荒川区西日暮里4－23－2

佐藤 隆二

571 特13-311288

平成21年5月28日

株式会社イメージトランスファー

東京都渋谷区笹塚1-29-3

林 成光

572 特13-312430

平成22年3月8日

価値創発基盤株式会社

東京都中央区茅場町1-11-8 紅萌ﾋﾞﾙ

嵐 保憲

573 特13-313669

平成23年2月21日

株式会社アプリ

東京都中央区新富1-7-6 野手ﾋﾞﾙ4階

伊藤 泰昌

574 特13-314801

平成24年2月7日

豊商株式会社

東京都豊島区北大塚2-6-10

項 曼麗

575 特13-316381

平成25年6月17日

株式会社エンシェア

東京都港区南麻布3-21-17

藤田 匡史

576 特13-311379

平成21年6月17日

株式会社ウイリー

東京都江戸川区中央四丁目1番12号

橋口 政治

577 特13-316734

平成25年10月18日 バランスヘルス株式会社

東京都千代田区五番町2‐17 Ｔ．Ｓ．Ｔビル1階

藤村 百子

578 特13-302597

平成18年2月16日

東京都調布市深大寺東町1-23-12

石田 功

579 特14-301861

平成19年 3月16日 有限会社三和工業

神奈川県横須賀市米が浜通一丁目17番地小瀬村第一ビル3Ａ 清水 昭宏

580 特14-301477

平成18年12月5日

有限会社佐藤機工

神奈川県相模原市緑区橋本七丁目3番16号

佐藤 三男

581 特14-305468

平成26年4月7日

有限会社アース・スタッフィング・サービス

神奈川県横浜市南区吉野町二丁目4番

清水 孝敏

582 特14-300119

平成16年7月2日

株式会社渡邊企業

神奈川県横浜市鶴見区東寺尾六丁目1番8号

渡邊 郡司

583 特14-300344

平成17年3月3日

株式会社ユーシステム

神奈川県厚木市愛甲1170番地の4

奥村 正

584 特14-300395

平成17年3月31日

株式会社オーク

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴1200番地94

大阿久 芳樹

585 特14-300655

平成17年10月13日 株式会社アイテック

神奈川県相模原市中央区青葉一丁目17番6号

磯口 誠

586 特14-302195

平成19年6月13日

有限会社アラモ

神奈川県横浜市中区石川町三丁目109番5号青木ビル1Ｆ

大橋 由紀夫

587 特14-302215

平成19年6月21日

株式会社ワイ、ビー、シー

神奈川県横浜市中区蓬萊町三丁目107番地1

金田 信一

588 特14-302263

平成19年7月5日

株式会社新栄

神奈川県相模原市南区当麻798番地1

氏家 順一

589 特14-302736

平成20年1月21日

株式会社英設計

東京都千代田区神田淡路町二丁目21番地11

佐藤 誠一

590 特14-303333

平成20年10月16日 株式会社スターテック

神奈川県川崎市中原区今井上町54番地 ガーデンティアラ武蔵小杉 1210 中島 建偉

591 特14-304430

平成23年3月18日

神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央三丁目8番9号

飯田 幸利

592 特14-304702

平成23年11月25日 株式会社エーワン工事

神奈川県相模原市緑区橋本六丁目29番4－102号

森重 晴之

593 特23-305182

平成23年11月7日

株式会社 モリ工業

愛知県名古屋市西区比良三丁目159番地

小川 輝久

594 特27-300547

平成17年7月1日

株式会社 ドクターシュミット

大阪府大阪市中央区内本町2-3-8

田中 忠直

595 特33-300536

平成20年11月10日 株式会社エイ・コス

岡山県岡山市南区大福908-3

高木 健太郎

アンテナサービス商事有限会社

株式会社財甲プラント

