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有限会社西部ケアサービス 東京都あきる野市油平９８第１中村ビル３０２ 042-559-9588

エクセル出版サービス株式会社 東京都葛飾区亀有１－１２－１５ 03-3603-8160

株式会社トーリツ 東京都葛飾区東新小岩7-3-11 03-3691-8869

有限会社ケアサービス共栄 東京都葛飾区堀切３－１９－１５ 03-3691-6786

株式会社日本マネキン 東京都江戸川区西葛西３－１５－８－５０２ 03-5696-7055 htttp://www.nichimane.com

有限会社スリーエスマネキン紹介所 東京都江戸川区西葛西５－１－５サンシティ西葛西２０２ 03-3878-2931 http://www.zsk-net.or.jp

株式会社コイワ介護家事サービス 東京都江戸川区南小岩７－２０－１１ 03-3672-8088

株式会社永仁介護サービス 東京都江戸川区平井４－１－１９ 03-3683-4441

公益財団法人産業雇用安定センター 東京都江東区亀戸２－１８－１０住友生命亀戸駅前ビル５階 03-5627-3600 ○ http://www.sangyokoyo.or.jp/

株式会社第一ビジネス 東京都江東区亀戸５－１７－１０第一ビジネスビル 03-3685-6655 ○

株式会社宮澤企画 東京都江東区亀戸６－２０－８第５共立ビル２０４ 03-3684-3391

有限会社永代マネキン紹介所 東京都江東区千石２－４－１－４０１ 03-5690-9115

株式会社柏友会調理士紹介所 東京都江東区南砂２－３０－１－１１１０ 03-3645-6678

株式会社深川 東京都江東区門前仲町１－１０－９ハウゼ小幡 03-3643-1211

株式会社みどり会 東京都江東区門前仲町２－５－９深川三和ビル３階 03-5621-8358 http://www.midorikai.co.jp/

日産労連　無料職業紹介所 東京都港区海岸１－４－２６ゆうらいふセンター１階 03-3434-0672

株式会社シンカ 東京都港区海岸２－２－６ＹＳ海岸ビル2F　 03-6865-1038 http://www.shinka.com/

株式会社セラン 東京都港区元赤坂２－２－２３ 03-3746-7746

ＮＴＴヒューマンソリューションズ株式会社　人材紹介センター 東京都港区虎ノ門１－１６－１６虎ノ門１丁目ＭＧビルディング 03-3501-0925

株式会社トランサーチ・インターナショナル 東京都港区虎ノ門4-1-13FUKIDEビル 03-5733-8511

株式会社トラノモン 東京都港区虎ノ門５－３－１４日産研会館地下１Ｆ 03-3434-3828

株式会社メディカル・プラネット 東京都港区港南２－１４－１４品川インターシティフロント７階 03-5781-5533 http://corp.medicalplanet.co.jp/

株式会社富士通マーケティング・エージェント 東京都港区港南２－１５－３品川インターシティＣ棟７階 03-6712-3430

ケイアイ・プロモーション 東京都港区港南５－１－１５ケントピア港南５０１ 03-6710-9990

株式会社京急ビジネス 東京都港区高輪２－２０－２０ 03-3280-9354

有限会社品川配ぜん人紹介所 東京都港区高輪３－２５－３５石松第２ビル４Ｆ 03-3445-0963 http://shinagawa-haizen.co.jp/

株式会社昭和マネキン紹介所 東京都港区三田２－１４－４三田慶應ビジデンス２０１ 03-3451-7105

有限会社堀配ぜん人紹介所 東京都港区三田２－７－９サニークレスト三田７０１ 03-3452-0988

株式会社立川アイエーエス 東京都港区三田３－４－１８二葉ビル３０２ 03-3798-4356
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株式会社インテグリティ 東京都港区三田3-4-3三田第一長岡ビル９Ｆ 03-3769-3830 http://www.integrityconsult.jp/

株式会社清山調理士紹介所 東京都港区芝２－２７－８６０３号 03-5828-3901 ○

株式会社アイル 東京都港区芝5-23-1三田3Kビル302 03-5484-0363 http://airu-m.co.jp/

株式会社フロンティアチャレンジ 東京都港区芝5-33-1森永プラザビル本館18F.19F 03-6385-6142 http://frontier-challenge.co.jp/

株式会社エス・エム・エス　本社 東京都港区芝公園2-11-1住友不動産芝公園タワー20F 03-6721-2443

株式会社エムエヌスタッフ 東京都港区新橋１－１８－１２新橋一丁目ビル５階 03-3507-6262 http://www.mnstaff.co.jp/

有限会社大京関西調理士紹介所 東京都港区新橋３－６－１１別所ビル 03-3591-1509

株式会社日比谷プロワーク 東京都港区新橋４－９－１新橋ブラザビル１５０３ 03-3431-3677 http://www.hibiyajob.com/

有限会社東邦　マネキン紹介所 東京都港区新橋5-8-13第３西村ビル２階 03-3431-1173

一般社団法人日本産業カウンセラー協会 東京都港区新橋６－１７－１７御成門センタービル６階 03-3438-4568

株式会社ニューキャリア 東京都港区西新橋１－１１－３虎ノ門アサヒビル５階 03-5753-8111

株式会社ダイヤモンド・ヒューマンリソース 東京都港区西新橋１－１－３東京桜田ビル５Ｆ 03-5511-2231 http://www.diamondhr.co.jp/

株式会社ジャニス 東京都港区西新橋２－１１－６ニュー西新橋ビル８階 03-5511-2771

株式会社スギハラサービスクリエイツ 東京都港区西新橋３－２５－４７愛宕マークビル３Ｆ 03-3434-2844

株式会社プロコミット 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル西館11階 03-5575-5603

株式会社アクシアム 東京都港区赤坂１－１４－５ｱｰｸﾋﾙｽﾞｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾀﾜｰ 03-3560-8101

株式会社スプラウト 東京都港区赤坂２－１７－５５赤坂大野ビル３階 03-4500-9500

株式会社キャリアデザインセンター 東京都港区赤坂３－２１－２０赤坂ロングビーチビル　８Ｆ 03-5549-1700 sk_all＠type.jp

有限会社エンゼルプロダクション 東京都港区赤坂５－１－３０進藤ビル 03-3583-4535

株式会社新東調理士会 東京都港区赤坂５－４－１２阿部ビル２Ｆ 03-3582-4721

有限会社ワークオフィス・谷 東京都港区赤坂６－１０－４５－２０３ 03-5544-8315

株式会社東京赤坂医療者紹介 東京都港区赤坂6-19-53赤坂FTビル 03-3589-2225

コア・スタッフ株式会社 東京都港区赤坂7-10-6ストークビル赤坂203 03-3560-6050 www.core-staff.co.jp

株式会社サンクドゥアン 東京都港区赤坂９－６－２８アルベルゴ乃木坂５０８ 03-3402-8445

株式会社京急スタッフ 東京都港区台場２－６－１ホテルグランパシフィック　LE DAIBA　B２階 03-3529-0755 http://www.keikyu-staff.co.jp/

株式会社パック・エックス 東京都港区東新橋2-4-1ｻﾝﾏﾘｰﾉ汐留6階 03-5777-0361 ○ http://www.pac-ex.com/

アデコ株式会社 東京都港区南青山1-15-9第45興和ビル 03-6439-7325 http://www.adecco.co.jp/

株式会社アジャンス プレス 東京都港区南青山２－２６－３２セイザンⅠ　６０２ 03-3402-0521

株式会社イアラ 東京都港区南青山２－２９－９南青山リハイム９０１ 03-3470-6731
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株式会社プレステージ 東京都港区南青山５－１２－４泰平南青山ビル９Ｆ 03-3400-9799 http://pre21.jp/

株式会社ピノキオプロモーション 東京都港区南青山５－４－３５たつむら青山ビル９１３ 03-3407-6005

株式会社コーディアルエージェント 東京都港区南青山6-2-9ＮＹＫビル９階 03-5766-9699

株式会社福住家政婦紹介所 東京都港区白金１－１１－１２福の樹ビル１Ｆ 03-3441-4404

株式会社エスピーシー 東京都港区浜松町１－２７－１６浜松町ＤＳビル８Ｆ 03-5472-1135 http://www.spc-co.com/

株式会社プロシード・ビジネスサービス 東京都港区浜松町２－４－１世界貿易センタービル15階 03-5733-2370

株式会社オスカープロモーション芸能家モデル紹介所 東京都港区北青山３－６－７青山パラシオタワー５Ｆ 03-5774-3211

萬屋調理士紹介所 東京都港区六本木３－１５－２５善隣マンション４０４ 03-3402-8059

公益財団法人介護労働安定センター 東京都荒川区荒川７－５０－９センターまちや５階５０２Ａ 03-5901-3041

株式会社白百合マネキン紹介所 東京都荒川区西日暮里２－２６－６ツカハラビル３０２ 03-3806-3475

株式会社フジエイサービス 東京都荒川区西日暮里３－６－１４－７０８ 03-3823-4555

有限会社ケアサービス大和田 東京都荒川区南千住２－１４－７ 03-3802-4566

株式会社双美 東京都国立市富士見台２－１２－２９ 042-577-1581

株式会社北村美術モデル紹介所 東京都渋谷区恵比寿西1-33-3-502 03-6416-7087

有限会社アトミックアンドプリミティブエナジー 東京都渋谷区恵比寿西１－３３－３－７０４ 03-3770-3381

株式会社メディカルエンプロイメントＮＮＣ日本ナースセンター 東京都渋谷区恵比寿南1-3-9新井ビル２Ｆ 03-3793-0523

有限会社広尾紹介サービス 東京都渋谷区広尾５－１６－１キタムラ６０館４０１号 03-3473-2052

千代田綜合サービス株式会社 東京都渋谷区桜丘町２７－５シャトレー押田２０７ 03-3476-4878 ○

有限会社笹塚ケア・２１ 東京都渋谷区笹塚１－４０－７ 03-5790-6677 ○

株式会社青山オフィス 東京都渋谷区渋谷１－１－１０ニューハイツ青山８０２ 03-3486-8891 http://www.aoyama-office.co.jp/

ケイ・システム株式会社 東京都渋谷区渋谷1-2-5アライブ美竹２階 03-3486-8366 http://www.ksys-kewpie.jp/

シンクトワイス株式会社 東京都渋谷区渋谷２－１９－１５宮益坂ビル６０２号 03-5466-3155 http://www.thinktwice.co.jp/

株式会社ゼロン 東京都渋谷区渋谷２－２２－１６澁谷ＴＲビル３階 03-3486-0681

株式会社ウイングメディカル 東京都渋谷区渋谷２－２２－３ 03-5485-7525 www.wingmedical.com

株式会社トキワスタッフィング 東京都渋谷区初台１－４７－１小田急西新宿ビル３０１ 03-6304-2077

株式会社クリエートジャパンエージェンシー 東京都渋谷区神宮前１－１５－１１シャトーヒロ新館３８１ 03-3402-7561 http://www.cja.co.jp/

株式会社ジュネス 東京都渋谷区神宮前３－４０－３ＪＳビル２階 03-6447-1381

エリートビジネスカンパニー 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－５３－１７原宿グリーンハイツ３０４号 03-3402-9247

ディップ株式会社 東京都渋谷区千駄ケ谷5-34-7NEX新宿ビル10F　 03-6682-5303
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株式会社ヤノ・プロダクション芸能家紹介所 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－５－６御苑ホームズ１０２ 03-3352-8495

株式会社日本介護センター　職業紹介室 東京都渋谷区代々木１－３０－６第一ユーアイビル５Ｆ 03-5302-2456 http://www.nikkai-center.co.jp/

有限会社朝日マネキン紹介所 東京都渋谷区代々木１－５５－１４セントヒルズ代々木４０４ 03-5333-6420

株式会社ディック　マネキン紹介所 東京都渋谷区代々木１－５５－１４セントヒルズ代々木９０５ 03-3378-8718

株式会社イマジンプラス 東京都渋谷区代々木２－１１－１７ラウンドクロスビル８階 03-4521-1100 http://www.imagineplus.co.jp/

株式会社ピー・ワークＰＲＯ 東京都渋谷区代々木2-23-1ニューステイトメナー７０４号 03-6276-7924

株式会社モテギ 東京都渋谷区代々木２－２６－１桑野ビル１-Ｂ 03-3379-9607

有限会社順信 東京都渋谷区代々木２－２７－１６ハイシティ代々木１０１号 03-3370-4696

株式会社綜芸企画　芸プロ 東京都渋谷区代々木４－２８－８村田第一ビル６１２ 03-3320-1107

ＪＸ日鉱日石キャリアサポート株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目4-2　新日石ビル　６Ｆ 03-5388-8849

株式会社セントラル 紹介事業部 東京都渋谷区東１－４－２２渋谷ＴＦビル１階 03-3409-3336 www.nicejob.co.jp

シーディエスアイ株式会社 東京都渋谷区東３－１４－２０ニューホライズンエビス 03-5766-5820

株式会社クラージュ 東京都渋谷区東３－１６－５サンパーク恵比寿２０１ 03-5466-3171

株式会社新東京エリート 東京都渋谷区幡ヶ谷１－２－２京王幡ヶ谷ビル８Ｆ 03-3377-1420 http://www.et-job.com/

有限会社小金井ケア・ワーカー・サービス 東京都小金井市東町５－２３－３０ 042-381-0456

有限会社小平ホームケアサービス 東京都小平市小川東町１－２７－１３ 042-341-0373

有限会社アオバケアサービス 東京都新宿区下落合４－２４－１２ 03-3951-4827

手島看護婦家政婦紹介所 東京都新宿区喜久井町２０－８２ 03-3202-7588

ヤマネ家政婦紹介所 東京都新宿区戸山３－９－１３ 03-3200-7477

有限会社勝木プロダクション芸能家紹介所 東京都新宿区荒木町１６コーポエスペロ３０３ 03-3355-0433

有限会社協栄紹介所 東京都新宿区高田馬場１－３３－６平和相互ビル５０３ 03-3208-9511

株式会社アイダス･ユニバーサル 東京都新宿区高田馬場１－３４－２縄田ビル３０２ 03-3232-8581 http://www.aidas.co.jp/

株式会社日本セレクト　 東京都新宿区高田馬場２－１４－２新陽ビル１１Ｆ 03-3232-1301

株式会社日本調理師協会 東京都新宿区高田馬場２－１４－２新陽ビル１１階 03-3205-2235 http://www.chorishi.net/

公益社団法人東京都栄養士会 東京都新宿区四谷3-9慶和ビル３階 03-6457-8590 http://www.tokyo-eiyo.or.jp/

美園看護婦家政婦紹介所 東京都新宿区四谷４－１８－２５ 03-3351-5743

株式会社美徳介護サービス 東京都新宿区若葉１－８ 03-3351-1806

株式会社ナガイ 東京都新宿区信濃町21-7 03-3351-2404

株式会社コスモス 東京都新宿区信濃町３３真生会館５Ｆ 03-5368-8461
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有限会社新苑 東京都新宿区新宿１－２０－１４第８サンモール２０１ 03-3356-7717

株式会社　アイデム 東京都新宿区新宿1-4-10 03-5269-8711 http://www.aidem.co.jp

みやこ配ぜん人紹介所 東京都新宿区新宿１－７－２藤和新宿御苑コープ６０２ 03-3352-3108

テイケイワークス株式会社 東京都新宿区新宿３－１－２４ 03-3350-9724

株式会社シーエーセールススタッフ 東京都新宿区新宿３－１－２４京王新宿三丁目ビル２階 03-5919-0039 http://www.ca-ss.jp/

株式会社東京海上日動キャリアサービス 東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア6F 03-6233-2280 http://www.career-c.jp

公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター 東京都新宿区新宿７－３－２９ 03-5273-4510 ○

株式会社オプトロニクス社 東京都新宿区新小川町５－５サンケンビル 03-3269-3550

株式会社カケハシスカイソリューションズ 東京都新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ7階 03-3513-7050 http://www.kakehashi-skysol.co.jp

大興ビジネス株式会社 東京都新宿区神楽坂１－１－１三幸ビル６Ｆ 03-3513-0540

スミリンビジネスサービス株式会社　 東京都新宿区西新宿１－２３－７新宿ファーストウエスト５階 03-6911-1921

キャリアビジネス株式会社 東京都新宿区西新宿１－２５－１新宿センタービル３０階 03-3346-7422 http://www.carib.co.jp/

株式会社エイジェック 東京都新宿区西新宿1-25-1新宿センタービル４６階 03-3349-8206 http://www.agekke.co.jp/

株式会社総合資格人材紹介センター 東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル22階 03-3340-2808 http://www.shikaku.co.jp/

株式会社マイナビ　紹介事業本部 東京都新宿区西新宿1-6-1新宿エルタワー26階 03-5326-1080

株式会社ソシアリンク 東京都新宿区西新宿１－８－１新宿ビルディング６階 03-5323-7140

キャリアリンク株式会社　 東京都新宿区西新宿２－１－１新宿三井ビル３３階 03-3340-5077

有限会社プリモス 東京都新宿区西新宿３－５－３西新宿ダイヤモンドパレス３１６ 03-5908-4331 www.primoss.jp

株式会社千秀グローバル 東京都新宿区西新宿３－７－１新宿パークタワー２１階 03-5321-6142

株式会社プライマリー 東京都新宿区西新宿３－９－２イマス西新宿第一ビル 03-6300-6848 www.primary-grp.co.jp

株式会社創商マネキン紹介所 東京都新宿区西新宿４－３２－４－１００７ 03-3348-1821

日本プランニング株式会社 東京都新宿区西新宿5-8-1第一ともえビル8階 03-5245-4641

アイビーウエーブ株式会社 東京都新宿区西新宿７－１８－５中央第７西新宿ビル 03-5348-7555

ヒューマンリソシア株式会社 東京都新宿区西新宿７－５－２５西新宿木村ビル1階 03-6846-9055

中央職業能力開発協会 東京都新宿区西新宿７－５－２５西新宿木村屋ビル１１階 03-6758-2800

有限会社美咲 東京都新宿区西新宿７－７－７ハイライフ西新宿１１０ 03-3369-3031

むつみ配ぜん人紹介所 東京都新宿区西新宿８－１５－３西新宿ローヤルコーポ８０２ 03-3365-2636

東海看護婦家政婦紹介所 東京都新宿区西新宿８－３－３１TIDA西新宿６０１ 03-3361-1192

エムテイビー株式会社 東京都新宿区西早稲田2-10-15高田馬場アクセス11階 03-3200-1574 www.mtbank.co.jp/
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有限会社河合看護婦家政婦紹介所 東京都新宿区西早稲田３－３１－１１ニューライフ西早稲田４０３ 03-5292-5898

株式会社畑中ケアサービス 東京都新宿区大久保１－１６－２３ 03-3209-2013

有限会社司マネキン紹介所 東京都新宿区百人町１－２３－１１土田ビル１Ｆ 03-3363-2611

有限会社愛生 東京都新宿区矢来町１３４－４ 03-3267-6423 http://aisei-kaseihu.com/

有限会社白鷺介護サービス 東京都杉並区下井草３－４１－７サンビル２Ｆ 03-3399-1997

有限会社高円寺ケアーサービス 東京都杉並区高円寺南２－１０－２０ 03-3311-1352

株式会社昭栄配ぜん人紹介所 東京都杉並区高円寺南４－３０－１１第２日東ビル２Ｆ 03-3316-0506 http://www.syouei.jp/

三和家政婦紹介所 東京都杉並区高円寺北３－２０－９サイチハイツ１Ｆ 03-3337-4449

有限会社松庵ケアサービス 東京都杉並区松庵３－３９－１０メゾンオーク２０２ 03-3333-4783

有限会社寿配ぜん人紹介所 東京都杉並区成田東４－３６－１５ 03-3317-0011

有限会社白鳥 東京都杉並区梅里１－７－１４シャトー新高円寺４０３ 03-3313-3058

株式会社ムサシノスタッフ 東京都杉並区堀ノ内２－３２－１５ 03-3313-2581 http://www.musashinostaff.co.jp/

堀ノ内ケアサービス 東京都杉並区堀ノ内３－２－１３妙好堂ビル１Ｆ 03-3311-4610

有限会社玉川ケアサービス 東京都世田谷区玉川台１－１３－１４用賀武井ビル３０２ 03-3709-4509 http://www.tamakea.com/

有限会社経堂ケアサービス家政婦紹介所 東京都世田谷区経堂１－２７－１６ 03-3420-4646

株式会社太子ホームヘルパーケア・サービス 東京都世田谷区若林１－１－２７－１０１ 03-3413-0806

有限会社石川ケアサービス 東京都世田谷区上北沢５－３５－１３ 03-3302-5828 http://www.ishikawa-care.jp/

有限会社パラメディカル 東京都世田谷区深沢8-11-14-702 03-5758-6305

株式会社さくらケア 東京都世田谷区世田谷１－２２－１２グランデ世田谷２階 03-5426-6313 ○

株式会社世田谷介護サービス 東京都世田谷区世田谷１－４２－１１ 03-3426-2361 ○

株式会社オフィスフルヤ 東京都世田谷区成城２－３３－３－１０２ 03-3416-1701

株式会社山本サービス 東京都世田谷区船橋１－９－１６ 03-3429-7244

松若芸能社芸能家紹介所 東京都世田谷区太子堂３－６－１３ 03-3421-4380

有限会社ヘルパーサービス和知 東京都世田谷区代沢５－７－３ 03-3411-3108

有限会社日美社ワークプラザ 東京都世田谷区池尻４－１７－８ 03-3413-9111 ○ http://www.nichibisha.com/

株式会社ホットジョブ 東京都世田谷区北沢１－２３－１２マウントビル１Ｆ 03-3460-4855 ○ http://www.hotjob.jp/

野沢サービス家政婦紹介所 東京都世田谷区野沢２－２４－２ 03-3424-4501

日の出家政婦紹介所 東京都西多摩郡日の出町平井１３４０－７ 042-597-5457

株式会社ケアワーク北多摩 東京都西東京市田無町５－８－１５ 0424-61-8180 http://www.care-kita.jp/
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株式会社西東京スタッフ 東京都西東京市南町４－４－２プリンスプラザ田無３０３ 0424-61-6432

有限会社青梅看護師家政婦紹介所 東京都青梅市東青梅1-7-8 0428-22-2339

グローバル・テクノロジー・デザイン株式会社 東京都千代田区永田町2丁目4番11フレンドビル２F 03-5157-1240 http://www.gtd.co.jp

株式会社リクルートキャリアコンサルティング 東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル９ｆ・１０Ｆ 03-3592-5541

株式会社フカノ 東京都千代田区外神田３－３－１５ 03-3251-2752

日本コーンフェリーインターナショナル株式会社 東京都千代田区丸の内１－８－３丸の内トラストタワー本館２４階 03-6267-3300

株式会社リクルートキャリア 東京都千代田区丸の内１－９－２グラントウキョウサウスタワー 03-3211-7979

エゴンゼンダー株式会社 東京都千代田区丸の内2-1-1明治安田生命ﾋﾞﾙ17階 03-5219-0450 http://www.egonzehnder.com/jp

株式会社インテリジェンス　紹介事業部 東京都千代田区丸の内２－４－１丸の内ビルディング２８Ｆ 03-6313-9089

三菱UFJ人事サービス株式会社 東京都千代田区丸の内2-7-1 03-5201-3129 https://www.mujs.co.jp

株式会社東洋ビジネスパートナーズ 東京都千代田区紀尾井町４－１ニューオータニビジネスコート１０階 03-3234-3431 http://www.tbpex.com/

株式会社エイチエスケイニューオータニ 東京都千代田区紀尾井町４－１ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ本館地下2階 03-3221-0571 www.hsk-newotani.co.jp/

株式会社人材ドラフト 東京都千代田区九段北１－１２－３０矢野ビル 03-5210-4841

エンジェル アソシエイツ株式会社 東京都千代田区九段北4-1-1九段一口坂ビル９階 03-5212-7207

サーチファーム・ジャパン株式会社 東京都千代田区麹町１－７相互半蔵門ビル 03-3221-3481

ジャスネットコミュニケーションズ株式会社 東京都千代田区麹町２－１０－９Ｃ&Ｒグループビル１Ｆ 03-4550-6615

株式会社オフ・ビート 東京都千代田区麹町２－１２－１グレンパーク半蔵門１０２ 03-3221-4781

アネックスリサーチ株式会社 東京都千代田区麹町３－１２－７麹町ＨＴ’Ｓビル４Ｆ 03-3263-1351

有限会社下平看護婦家政婦紹介所 東京都千代田区麹町４－３ 03-3261-7484

株式会社麹町配ぜん人紹介所 東京都千代田区麹町４－４－４麹町パシフィックビル５０１ 03-3265-6006

有限会社西京マネキン紹介所 東京都千代田区三崎町３－１０－５原島第三ビル６０２号 03-3239-3776

東京プロドライバー養成スクール 東京都千代田区三崎町3-9-3チヨダビル 03-3230-8080

ブレイン・インターナショナル株式会社経営管理者科学技術者紹介所 東京都千代田区四番町１－８四番町セントラルシテイ602号 03-3237-0730 http://www.brain-i.co.jp/

株式会社キャリア総合研究所 東京都千代田区神田錦町1-14立花日英ビル６階 03-3292-1151

株式会社富士ワークネット 東京都千代田区神田錦町１－２１－３ノア大手町ビル１１Ｆ 03-3293-3051

郵船コーディアルサービス株式会社　スタッフサービス部 東京都千代田区神田錦町1-6住友商事錦町ビル10階 03-3256-1751 http://www.ycs-oshigoto.com/

有限会社ユニバーススタッフ 東京都千代田区神田錦町３－２８学士会館Ｂ１ 03-5283-1155

オーピーシー株式会社 東京都千代田区神田錦町３－３竹橋３－３ビル４階 03-3294-0646

株式会社Ｈ．Ｒ．Ｍ．（ヒューマン・リソース・マネジメント） 東京都千代田区神田佐久間河岸８２－５ 03-3863-9241
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東亜株式会社マネキン紹介所 東京都千代田区神田佐久間町１－８－４アルテール秋葉原９階９０１号 03-3257-1397

クラシス株式会社  職業紹介事業部 東京都千代田区神田駿河台２－２御茶ノ水杏雲ビル１階 03-5217-3666

合資会社日本医事新報医師歯科医師紹介所 東京都千代田区神田駿河台２－９ 03-3292-7345

株式会社ＲＤサポート 東京都千代田区神田小川町１－１－１５Ｄ＆Ｆ御茶ノ水ビル５階 03-5217-5561 https://www.rdsupport.co.jp/

一般社団法人日中科学技術文化センター 東京都千代田区神田小川町3-6日本分譲住宅会館4F 03-3295-0411 http://www.jcst.or.jp/

有限会社東京メイドサービス 東京都千代田区神田神保町１－５４ 03-3291-3595

株式会社キャリアコンサルティング 東京都千代田区神田神保町3-19-1九段インテリジェントビル3F 03-5214-6380 http://c-consul.co.jp

有限会社オフィス蘭 東京都千代田区神田鍛冶町３－７東ビル５階 03-3253-8117 ○

株式会社パソナ 東京都千代田区大手町2-6-4 03-6734-0111 ○ http://www.pasona.co.jp/

株式会社コア 東京都千代田区鍛冶町２－１０－８信和ビル２Ｆ 03-3251-8801 http://www.core-ltd.jp/

株式会社三井 東京都千代田区鍛冶町２－８－１２吉川ビル３０４ 03-3256-5041

株式会社秀和マネキン紹介所 東京都千代田区鍛冶町2-8-12吉川ビル404号 03-6206-0851

株式会社大榮サービスクリエーター 東京都千代田区内神田１－２－１５山茂登ビル２Ｆ 03-3291-1971

東京エグゼクティブ・サーチ株式会社 東京都千代田区二番町１１－５番町ＨＹビル６Ｆ 03-3230-1881 http://www.tesco.co.jp/

株式会社エクソダス・プロジェクト 東京都千代田区二番町５番地麹町駅プラザ702 03-6272-3554

株式会社サンワ 東京都千代田区飯田橋２－１１－８ 03-3265-1816 http://www.sanwa-s.com

株式会社MS－Japan 東京都千代田区富士見2-10-2飯田橋グラン･ブルーム４Ｆ 03-3239-7373 http;//www.jmsc.co.jp

株式会社エデュケーショナルネットワーク 東京都千代田区富士見2-11-11峰ビル2階 03-5275-9560

株式会社インタラック 東京都千代田区富士見2-14-36 03-3234-7717 http://www.interac.co.jo

株式会社東京バンケットプロデュース 東京都千代田区平河町2-5-5全国旅館会館7F 03-3556-6851 http://www.tbpk.co.jp

株式会社フジキャリアデザイン 東京都千代田区有楽町1丁目７番１号有楽町電気ビル南館１８階 03-3240-0888 http://www.fuji-cd.co.jp/

アルファビリティ株式会社 東京都千代田区有楽町２－１０－１東京交通会館１０Ｆ 03-3216-5961

竹の塚看護婦家政婦紹介所 東京都足立区伊興２－５－８ 03-3853-0211

株式会社サンテク 東京都足立区古千谷本町３－８－８ 03-3855-8251

有限会社梅元家政婦紹介所 東京都足立区西新井６－３－８ 03-3854-0841

有限会社むつみ看護婦家政婦紹介所 東京都足立区西新井本町４－４－４ 03-3856-0381

昭英調理士紹介所 東京都足立区千住宮元町１２－１２佐野第一ビル３Ｆ 03-3870-1388

有限会社加島看護婦家政婦紹介所 東京都足立区千住仲町１６－４ゆいま～るビル 03-3888-4652 http://www.jck.net/kaigo/kashima

佐々木ケアサービス株式会社 東京都足立区足立４－３７－１１ 03-3852-2611
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末広家政婦紹介所 東京都足立区梅田２－４－１７－９０５ 03-3886-5003

株式会社共同マネキン紹介所 東京都足立区梅田３－２４－６－１０１ 03-6806-3411

株式会社滝プロモーション 東京都多摩市一ノ宮３－１－１８ハイマート聖蹟桜ヶ丘６０１ 042-376-2100

有限会社ヒューマンサポート同愛 東京都台東区下谷２－１２－２ 03-3872-7058

株式会社野田屋調理士紹介所 東京都台東区下谷２－３－１７ 03-3872-0517

エイチ・アイ・フーズ株式会社三陽マネキン事業部 東京都台東区三筋２－２０－８ツルヤビル２０１ 03-5809-3664

有限会社山新鮨調理士紹介所 東京都台東区寿１－１４－１０ 03-3841-6005 http://www.sushi-yamashin.com

有限会社清援社 東京都台東区上野３－１９－５田沼ビル３階 03-3833-5966

株式会社一心調理士紹介所 東京都台東区上野６－１－６御徒町グリーンハイツ１００４ 03-3831-3385

有限会社)プールヴーモデル紹介所 東京都台東区上野桜木１－８－６コーポ大銀２０１ 03-3822-1641

有限会社白十字看護婦家政婦紹介所 東京都台東区台東１－３５－４ 03-3831-8988

株式会社アソシエイツ　日本宝飾クラフト学院　無料職業紹介所 東京都台東区台東３－１３－１０ 03-3833-3388

有限会社金剛ビジネススタッフ 東京都台東区台東３－３９－５ｺｱﾏﾝｼｮﾝ御徒町ﾌﾘｰｼﾞｵ３０７ 03-3833-1755 http://www.zsk-net.or.jp/kongou/

有限会社東京司厨配ぜん人紹介所 東京都台東区台東４－７－７御徒町プレーンハイツ４０２ 03-5818-6991 ○

有限会社松和調理士紹介所 東京都台東区北上野１－１１－９ＧＳハイム第五鶯谷２０１ 03-3841-6855 ○

株式会社大和プリント 東京都台東区柳橋2-21-13東洋ビル２階 03-3836-6181

有限会社さつき配ぜん人紹介所 東京都台東区雷門１－１５－１２永谷ビル２０６ 03-3844-4484

株式会社千代田調理士紹介所 東京都大田区蒲田４－４１－８ 03-3732-3636

株式会社ジョラスコーポレーション 東京都大田区蒲田5-30-15第20下川ビル403 03-5493-4208

株式会社エリメントＨＲＣ 東京都大田区山王2-5-10大森野村證券ﾋﾞﾙ4階 03-6809-9920 http://www.element-hrc.com/

有限会社和光マネキン紹介所 東京都大田区西蒲田７－５０－３田村ビル３階 03-3735-8245

株式会社アビリティーニッケン　人材紹介事業部 東京都大田区西蒲田７－８－３日研総業第２ビル３階 03-5744-7135

株式会社サンノーサービス 東京都大田区大森北１－３－７サファイア北ビル３０３ 03-3768-8102

有限会社芙蓉ケアサービス 東京都大田区大森北２－１２－８トーア大森１０４ 03-3766-7116

有限会社ファーストマネキン紹介所 東京都大田区南蒲田２－１５－１９ベルウッド１Ｆ 03-5714-1097

株式会社アーチ　福祉＆サービス人材センター 東京都大田区南蒲田３－１－５－２０３ 03-3742-0650 http://www.care-scene.com/arch/

有限会社高野ケアサービス 東京都大田区南千束３－１２－９ 03-3726-1787

株式会社T・Sサービス 東京都大田区南馬込1-15-2サンライフ南馬込203 03-6417-1380

有限会社エンゼルサービス家政婦紹介所 東京都大田区北馬込２－３０－８ＲＫＩビル４Ｆ 03-3776-6681
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株式会社ゼネラルパートナーズ 東京都中央区京橋２－４－１２京橋第一生命ビル３階 03-3270-5500

東商株式会社マネキン紹介所 東京都中央区京橋２－５－２１京橋ＮＳビル４階 03-3562-5601

エンワールド・ジャパン株式会社 東京都中央区京橋3-1-1東京スクエアガーデン12階 03-4578-3500

株式会社フォーラル　銀座マネキン事業部 東京都中央区銀座1-3-3東亜ビル６Ｆ 03-5524-1310

株式会社エキスパートスタッフ 東京都中央区銀座1-8-16銀座アスタービル６階 03-3561-0336

株式会社エリートネットワーク 東京都中央区銀座2-6-8日本生命銀座ビル9F 03-3562-6002 ○ http://www.elite-network.co.jp

株式会社近鉄コスモス 東京都中央区銀座３－１０－９共同ビル３Ｆ 03-5148-3570

株式会社ゲン企画プロダクションモデル紹介所 東京都中央区銀座３－３－９金子ビル 03-3562-2678

株式会社桜　桜サービス 東京都中央区銀座４－８－１３銀座蟹睦会館ビル５Ｆ 03-3563-4336 ○

株式会社アイティーケー 東京都中央区銀座５－１２－５白鶴ビルヂング5階 03-5148-2102

株式会社パートナー 東京都中央区銀座5-13-3いちかわビル 03-3547-0300

株式会社大京会調理士紹介所 東京都中央区銀座５－９－５ 03-3571-2468 http://daikyokai.sakura.ne.jp/

株式会社日宝マネキン紹介所 東京都中央区銀座6-13-16銀座ウォールビル４０４ 03-5148-1180 http://www.nippo-manekin.co.jp/

株式会社生祥調理士紹介所 東京都中央区銀座6-13-5銀座ＮＨビル9階 03-3549-1517 http://www13.plala.or.jp/seisyoukai/

株式会社日本プレースメントセンター 東京都中央区銀座6-16-9ビルネット館-1　４階 03-3546-3633

株式会社モード・プランニング・ジャパン　キララサポート 東京都中央区銀座６－６－５ 03-6253-7222 http://www.m-p-j.com/

株式会社オークス・インターナショナル 東京都中央区銀座7－10－18銀座秀芳ビル9Ｆ 03-6274-6430

株式会社イッツ・スタッフ 東京都中央区銀座7-17-13銀座永谷ビル９階 03-3549-2621 http://www.its-staff.co.jp/

株式会社古萌会館調理士紹介所 東京都中央区銀座７－１７－９ 03-3541-6403

株式会社リクルートエグゼクティブエージェント 東京都中央区銀座８－４－１７リクルートＧＩＮＺＡ８ビル 03-6705-9191

株式会社リクルートスタッフィング 東京都中央区銀座８－４－１７リクルート銀座８丁目ビル４階北 03-6274-3566

エンジニアネット株式会社 東京都中央区新川１－１－１飯田ビル５Ｆ 03-5542-7730 http://www.engineernet.jp

株式会社三長会鮨調理士紹介所 東京都中央区新富１－５－１５ 03-3551-2640

有限会社清和 東京都中央区新富２－２－１５飯島ビル２Ｆ 03-3552-6756

株式会社クオン 東京都中央区築地２－８－１築地永谷タウンプラザ５０１ 03-6411-5781

有限会社上又調理士紹介所 東京都中央区築地４－３－１２秀和第２築地レジデンス２１１ 03-3542-0245

朝日新聞総合サービス株式会社 東京都中央区築地５－３－２朝日新聞東京本社本館８階 03-3541-2338

有限会社甲州屋調理士紹介所 東京都中央区築地７－１１－１２中銀築地マンション３０２ 03-3541-8490

株式会社日誠マネキン紹介所 東京都中央区日本橋２－９－４日本橋オフィスビル７階 03-3278-0071
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全国ビジネスサポート協同組合連合会 東京都中央区日本橋3-8-3SAKURA　building　6Ｆ 03-3517-1888 ○ http://www.nbcc.or.jp/

株式会社アヴァンティスタッフ　人材紹介事業部 東京都中央区日本橋兜町６－７ヒューリック兜町ビル 03-6703-8322

有限会社草苑 東京都中央区日本橋室町１－１２－１２ 03-3279-2381 http://so-en.co.jp/

日通東京流通サービス株式会社 東京都中央区日本橋人形町２－２６－５日通人形町ビル１２階 03-5652-6970

日本ＨＲリンク株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町32-3-1109 03-3662-3660 ○

株式会社ノナカ東京洋食調理士紹介所 東京都中央区日本橋浜町２－５７－１ 03-3666-7369 http://www.chourishi-nonaka.com/

旭化成アミダス株式会社　人材紹介事業部 東京都千代田区神田錦町3-22　テラススクエア５Ｆ 03-6777-3700

株式会社吉川紹介所 東京都中央区日本橋本石町４－５－１５吉川ビル２０１ 03-3241-5780

有限会社三優 東京都中央区日本橋本町１－２－５本町会館４Ｆ 03-3241-0209

パーソナル株式会社 東京都中央区八重洲１－５－２０石塚八重洲ビル３Ｆ 03-3231-7101 http://www.personal.co.jp/

株式会社東京倶楽部マネキン紹介所 東京都中央区八丁堀２－２－５宝ビル別館３Ｆ 03-3555-3535 ○ http://tokyoclub1234.web.fc2.com

株式会社ネクサスモア 東京都中央区八丁堀３－２４－１コンパートメント東京中央９０５ 03-6222-3155

城西家政婦紹介所 東京都中野区江古田１－２５－１７ 03-3951-1897

キョウライズイノベーション株式会社 東京都中野区東中野１－３８－１４エースハイツ東中野３１１ 03-3365-1341

株式会社協和サービス配ぜん人紹介所 東京都中野区本町１－３２－５ハーモニーテラス３０１ 03-3373-3541 http://www.e-haizen.com/

有限会社めぐみ 東京都町田市原町田５－８－９ 042-722-7218

有限会社町田マネキン紹介所 東京都町田市森野１－１１－１６渋谷第一ビル５Ｆ 042-722-2813

有限会社つくしマネキン紹介所 東京都町田市中町１－２２－７ANビル２Ｆ 042-723-3702

有限会社クロキプロ 東京都調布市布田４－４－３ 042-487-0721 http//kuroki-pro.com 

よふき看護婦家政婦紹介所 東京都東村山市秋津町３－３５－９ 042-395-6500

社会福祉法人日野市社会福祉協議会 東京都日野市日野本町１－６－２日野市生活・保健センター４階 042-586-9517

有限会社十字会ケアステーション 東京都八王子市めじろ台１－９－１ 0426-66-0080

有限会社ワールドマネキン紹介所 東京都八王子市旭町１５－１８丸信マンション２０２ 0426-44-0483

株式会社プランナー 東京都八王子市子安町４－５－１４ 042-655-2030 http://www.e-planner.co.jp/

有限会社八王子メディカルサービス 東京都八王子市小比企町４３５－１ファストヒルズいそま３０１ 0426-37-4078

株式会社プライズ 東京都八王子市打越町１１８３－７ブルーパールマンション１０１ 042-636-7407 ○ info@p-rise.net

株式会社やまびこケアセンター（本社） 東京都八王子市打越町３４５－２京王北野マンションＡ棟１０１ 042-644-3653

株式会社葵ヘルパーセンター　職業紹介事業部 東京都八王子市明神町４－１－２ストーク八王子６０５ 042-660-0464 ○ http://www.aoihc.com/

株式会社ツクリベニッセ人材紹介事業部 東京都板橋区大山西町４５－３ 03-5964-6799
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株式会社富士介護サービス 東京都板橋区大山町１６－１ 03-3956-5200

株式会社ユーモア 東京都板橋区中台１－４４－４第一モミジビル１Ｆ 03-3550-0239

有限会社畑紹介所 東京都板橋区蓮沼町３２－１２ 03-3969-0511

ワイアットラクト株式会社 東京都品川区上大崎２－１５－１９アイオス目黒駅前７１５ 03-5475-5925

株式会社桜サービス 東京都品川区西五反田１－２６－７カノウビル８Ｆ 03-3495-0168

株式会社メディカルトラスト 東京都品川区西五反田３－５－１７マストライフ目黒南１１階 03-5437-4123

株式会社マイスター６０ 東京都品川区西五反田7-19-1 03-6431-9360 http://www.mystar60.co.jp/

株式会社フルキャストホールディングス 東京都品川区西五反田８－９－５ポーラ第３五反田ビル 03-4530-4848 ○ http://www.fullcast.co.jp/fullcast/

有限会社佐賀看護婦家政婦紹介所 東京都品川区西大井２－２３－１ 03-3771-2030

有限会社城南ケアサービス 東京都品川区西大井２－４－１４ 03-3772-1643

株式会社仁済　紹介事業部 東京都品川区大井１－３２－１４ＨＦビル２Ｆ 03-3773-0691 ○ http://www.jinsai1939.jp/

株式会社ケアサークル恵愛 東京都品川区大井３－１７－８大井本通りビル 03-3771-6767

テンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社 東京都品川区大崎１－１１－１ゲートシティ大崎ウエストタワー２２階 03-5437-1700 http://www.tempcc.co.jp/

キャリア・デベロプメント・アソシエイツ株式会社 東京都品川区大崎３－６－３０大崎紋新３０１ 03-3493-7228

株式会社ゆたか在宅福祉サービス 東京都品川区中延６－５－２０ 03-3783-4439

テクノブレーン株式会社 東京都品川区東五反田１－１３－１２ＣＯＩ五反田ビル５階 03-5860-0000

株式会社ジャストケアセンター 東京都品川区東五反田４－８－７ 03-3443-6661

ワールドマリン株式会社 東京都品川区東五反田５－２２－２７関配ビル９Ｆ 03-5488-1277

株式会社やよひ会配ぜん人紹介所 東京都品川区南大井２－８－６ニックハイム大森海岸１１０７ 03-3768-1411

有限会社キャリアコネクト 東京都品川区南品川４－１１－１グリーンハイム南品川102 03-3472-6151 ○

有限会社東横ヒューマンサポート 東京都品川区北品川１－１－１５北品川２１ビル６Ｆ 03-3472-6081

株式会社ライフケアーサービスセンター 東京都品川区北品川３－３－３東和ビル３Ｆ 03-3471-3883 http://www.lcss.co.jp/

有限会社府中ケアマネジメント 東京都府中市住吉町１－６８－１１ 042-361-6478

株式会社かたばみ 西東京ナース＆ホームヘルパーセンター 西東京人材センター 東京都府中市府中町１－１２－７センタービル２Ｆ 042-364-5359

合資会社かもめ家政婦紹介所 東京都府中市武蔵台２－３３－７ 042-321-0354

有限会社府中マネキン紹介所 東京都府中市本町２－１９－３０ 042-369-0074

有限会社小森看護婦家政婦紹介所 東京都武蔵野市関前３－３－１４－１０４ 0422-51-8486

株式会社吉祥マネキン紹介所 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－３１－２パークロイヤルマンション３０８ 0422-71-8686

株式会社嶋屋ワークスタッフ 東京都武蔵野市吉祥寺南町１－３－４吉祥寺南口ビル９３号 0422-49-0311
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株式会社セントラル４２ 東京都武蔵野市境南町１－４－１０ 0422-33-2777 http:/www.central42.co.jp

有限会社一家政婦紹介所 東京都武蔵野市中町1-29-5 0422-51-4841

有限会社福生ふれあいの友福生家政婦紹介所 東京都福生市福生２１６７－５ 042-552-0924

有限会社双葉配ぜん人紹介所 東京都文京区関口１－１９－５弥助ビル別館５Ｆ 03-5225-1192

株式会社セントラル 東京都文京区後楽１－１－１７ＴＫ－ＥＡＳＴビル５階 03-5998-4447

株式会社ディスコ 東京都文京区後楽２－１５－１ 03-5844-3838 ○ http://www.discocareer.com/

有限会社大正看護婦家政婦紹介所 東京都文京区小石川１－６－１３ 03-3811-5137

有限会社行安看護婦家政婦紹介所 東京都文京区小石川２－４－２ 03-3811-4838 http://yukiyasu-kaseifu.com/

有限会社ミヤザワ 東京都文京区小石川５－２－１０ 03-3811-4660

株式会社麻野配ぜん人紹介所 東京都文京区千石４－２８－１第２常磐苑ビル１０１ 03-3947-1611 http://www.asano-s.co.jp/

有限会社土井紹介所 東京都文京区千駄木５－２８－５ 03-3821-0870

上町看護婦家政婦紹介所 東京都文京区大塚４－２０－１５ 03-3941-1564

老松ケアサービス 東京都文京区大塚５－１５－１０三惠ビル102 03-3941-0811

日本印刷株式会社 東京都文京区湯島3-20-12ツナシマ第２ビル　４Ｆ 03-3833-6971

株式会社東友会調理士紹介所 東京都文京区湯島３－２３－８第６川田ビル６０１ 03-3837-3821

株式会社協和調理士紹介所 東京都文京区湯島３－２９－３白梅ハイツ４０１ 03-5745-0785

株式会社スマック 東京都品川区南大井5-27-4　テオドアアネックス4F 03-5763-1291

MUニコス・ビジネスサービス株式会社 東京都文京区本郷4-1-1第３ビル　４階 03-3813-6311

合資会社みどり看護婦家政婦紹介所 東京都文京区本郷５－２５－１４ 03-3811-1516

有限会社回生看護婦家政婦紹介所 東京都文京区本郷５－２７－１０ 03-3811-1691

有限会社渡瀬 東京都文京区本駒込１－２１－１４ 03-3946-7151

有限会社加藤看護婦家政婦紹介所 東京都文京区本駒込１－２５－２４ 03-3946-4141

有限会社奈良原看護婦家政婦紹介所 東京都文京区本駒込６－１－１８ 03-3941-1750

有限会社文京まこと 東京都文京区本駒込６－１－８ 03-3945-3631 ○ http://www.bunkyomakoto.co.jp/

有限会社親和配ぜん人紹介所 東京都文京区目白台２－１２－２０ 03-3947-0866

有限会社ケアワーク弥生 東京都文京区弥生２－１６－３ 03-3811-1039 http://www.carework.co.jp/

株式会社大商 東京都豊島区駒込１－４２－２ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ駒込駅前２０１ 03-3945-8552

株式会社ワークアクト 東京都豊島区西巣鴨３－２５－１１－４１０ 03-3576-3878

有限会社京友会調理士紹介所 東京都豊島区西池袋２－３９－１池袋ブルーマンション１０３ 03-5957-0045
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鮨金睦調理士紹介所 東京都豊島区西池袋３－３１－１３キャンティ第２ビル３Ｆ 03-3981-6622

株式会社ケアスタッフ千早 東京都豊島区千早１－２８－１５ 03-3957-0293

京新調理士紹介所 東京都豊島区巣鴨１－１９－７朝日巣鴨ﾏﾝｼｮﾝ901 03-5940-0018

株式会社すがも家政婦紹介所 東京都豊島区巣鴨４－４３－８ 03-3917-4848

株式会社協日　ジュエリースタッフkyounichi co.ltd 東京都豊島区池袋２－２４－６林ビルＢ１ 03-3987-0407

株式会社藤久 東京都豊島区池袋2-47-6池袋第２オンダビル９階 03-3985-5111

株式会社アプリテックス 東京都豊島区池袋２－４８－１信友山の手池袋ビル７階 03-5396-1681 http://www.aplitex.co.jp/

株式会社エヌ・ティ豊島 東京都豊島区池袋２－７３－１ 03-3986-5678

株式会社エース・プロモーション 東京都豊島区東池袋１－２２－１ＧＳハイム池袋３０６ 03-3981-8838 ○ http://www.ace-pro.jp/

株式会社信和マネキン紹介所 東京都豊島区東池袋１－３９－１５シャトレー東池袋５０１ 03-3987-0804

株式会社ヒト・コミュニケーションズ 東京都豊島区東池袋１－９－６ 03-5952-1111

株式会社クローバーマネキン紹介所 東京都豊島区南大塚３－１－１２－１３０３ 03-3986-2111

株式会社清友　職業紹介事業部 東京都豊島区南大塚３－３９－２南大塚ＭＴビル１階 03-3983-8464 http://sayyou1.web.fc2.com/about.html

社会福祉法人東京コロニー　トーコロ情報処理センター 東京都豊島区南大塚３－４３－１１福祉財団ビル６階 03-6914-0337

株式会社グレイス・ケアー 東京都豊島区南池袋４－１７－２－１０１ 03-3987-6446

有限会社ホームケアながさき 東京都豊島区南長崎５－８－１２タローズビル２Ｆ 03-5988-7377 ○ http://www.homecare-nagasaki.com/

株式会社ジャパンケアブレーン 東京都豊島区北大塚１－１７－３第２０ＳＹビル５階 03-5974-8312

宝看護家政婦紹介所 東京都北区王子本町１－２５－１８ 03-3908-2888 http://www.kaigo-takara.co.jp/

株式会社ワークマネキン紹介所 東京都北区西ケ原１－１－２第２マエダビル３階 03-3940-6274

有限会社原田スタッフサービス 東京都北区中十条２－１２－１８ 03-3905-4881

有限会社新和クリーニング技術者紹介所 東京都北区田端５－８－１６高台ビル２０２ 03-3822-3220

有限会社友愛ケアービジネス 東京都北区堀船３－２９－１４ 03-3911-5357

株式会社ラックコーポレーション 東京都墨田区京島１－４７－１７グランロイヤル曳船２階 03-5655-7509

株式会社ファインスタッフきんしちょう　 東京都墨田区江東橋4-25-10加藤ビル５階 03-5638-0233

有限会社東大前看護婦家政婦紹介所 東京都目黒区駒場１－９－６ 03-3466-3411

日本メディカル株式会社 東京都目黒区上目黒2-1-1中目黒GTタワー11F  03-5720-5731 http://www.japanmedical.jp

有限会社春秋サービス 東京都目黒区青葉台１－２９－６ライオンズＭ中目黒２１３ 03-3792-3641 ○ http://www.shunju-service.co.jp

株式会社洗足　洗足ナース＆ホームヘルパーセンター 東京都目黒区洗足２－２５－１６ 03-5749-5011

株式会社ケアメイト大岡山 東京都目黒区大岡山１－５－２ 03-3717-3115
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株式会社渋谷ローヤルサービス 東京都目黒区大橋２－２３－２１樹琳館２０１ 03-5452-2041

有限会社テン・エイティワン 東京都目黒区大橋２－２３－２１樹琳館３０２ 03-5465-2442 http://1081net.com/

株式会社やさしい手　大橋サービス 東京都目黒区大橋２－２４－３中村ビル４Ｆ 03-5433-5084;03-5433-5090 ○

有限会社長峰企画 東京都目黒区中目黒２－８－５ 03-3711-4677

有限会社ケアサービス碑文谷 東京都目黒区碑文谷１－２１－７ 03-3712-4827

株式会社目黒看護婦家政婦紹介所 東京都目黒区目黒１－４－８ニュー目黒ビル２階 03-3490-7611

たましんビジネスサービス株式会社　総務部 東京都立川市錦町4-4-4 042-527-3008 www.tbservice.jp

みゆき看護婦家政婦紹介所 東京都練馬区貫井１－２８－２ 03-3970-1202

株式会社ヘルプメイト　紹介事業部 東京都練馬区関町北４－２－１２ワイズビル４Ｆ 03-3920-4693 http://www.helpmate.co.jp/

平賀家政婦（夫）紹介所 東京都練馬区上石神井２－３０－１０ 03-3929-3336

有限会社シルバーケア・サービス豊住 東京都練馬区早宮３－９－２１ 03-3993-3675

有限会社豊玉ハートランド 東京都練馬区豊玉中３－１６－１３サンワコーポラス 03-3992-0168

株式会社メッセ 東京都練馬区練馬４－１９－７メッセ豊島園２Ｆ 03-3557-0295
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