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株式会社緑ケアライフサービス 北海道旭川市４条通１３－１３８５－３ 0166-23-7177

有限会社旭川マネキン紹介所 北海道旭川市６条西５－１－２ 0166-22-2910 http//www.zsk-net.or.jp/asahikawa/

有限会社旭川家政婦紹介所 北海道旭川市６条通１１丁目右８号 0166-23-8821

有限会社道北マネキン紹介所 北海道旭川市一条通10-159ツインクル一条通りビル3F 0166-23-9206

旭川大丸ケアサービス株式会社 北海道旭川市四条通１－１９６３ 0166-21-5002

株式会社旭川芸能家配ぜん人紹介所 北海道旭川市神居３条２０丁目６７－１１９ 0166-61-2502

有限会社ウィズマネキン紹介所 北海道旭川市東光10条5丁目　1-15 0166-32-5666 ○ http//www.zsk-net.or.jp/with/

有限会社ウィルワーク 北海道旭川市東光四条２－２－７ 0166-33-0253 http//www.willwork.jp/

有限会社岩見沢マネキン紹介所 北海道岩見沢市ふじ町2条２－１－４ 0126-23-2750

岩見沢看護婦家政婦紹介所 北海道岩見沢市幌向南３条３丁目 0126-26-3531

株式会社釧路マネキン紹介所 北海道釧路市宮本1-5-1 0154-64-7131 ○ http://good-job.co.jp

釧路ワークアクト株式会社配ぜん人紹介所 北海道釧路市錦町５－３三ツ輪ビル４Ｆ 0154-22-1688 http://www.workact.net/

有限会社ケアアシスト 北海道札幌市西区西町北２－３－３ 011-665-8772

株式会社エイチビーケーサポートワーク 北海道札幌市西区発寒６条９－１－１０ペルル宮の沢３Ｆ 011-671-2788

有限会社第一看護婦家政婦紹介所 北海道札幌市中央区大通西１８－２－８ファミール大通４０１ 011-611-8982 ○

有限会社エム・シィ・ティ　 北海道札幌市中央区大通西２７－２－３スプリングエイトビル４Ｆ 011-642-7297

有限会社愛隣ハートケア 北海道札幌市中央区南１６条西９－１－２７ 011-531-3388

株式会社ヒューマン・リソーシズ・エージェンシー 北海道札幌市中央区南１条西4丁目13番地日之出ビル7Ｆ 011-261-7032

株式会社札幌キャリアサポート 北海道札幌市中央区南１条西９－６－３札幌ＣＳビル７Ｆ 011-281-5423 ○ URL:http//www.career-support.co.jp

株式会社ブライトサッポロ 北海道札幌市中央区南１条東２－１３－４エメラルドグリーン大通３Ｆ 011-241-0345

有限会社ミュージック企画 北海道札幌市中央区南１条東２丁目８－１サンシティビル２Ｆ 011-210-5233 http://www.music-k.jp/

株式会社ソフト＆パワーズ 北海道札幌市中央区南２条西６丁目５－３住友狸小路プラザハウス２０７ 011-241-3388

株式会社札幌昭栄 北海道札幌市中央区南一条西２丁目5南一条Ｋビル８階 011-233-1811 http://www.sapporo-syouei.co.jp/

株式会社メディカルジョブセンター 北海道札幌市中央区北１条西３丁目３番地４１マルイト時計台前ビル７Ｆ 011-206-1701 http://www.medicaljobcenter.co.jp/

パーソナル札幌株式会社 北海道札幌市中央区北２条西４－１札幌三井JPビルディング８階 011-271-1881 ○ www.jinzai-net.co.jp

株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 北海道札幌市白石区菊水一条３－１－５メディアミックス札幌 011-816-9700

株式会社北海サービス 北海道札幌市白石区東札幌一条４－８－１ 011-811-6311

株式会社しろいし看護婦家政婦紹介所 北海道札幌市白石区東札幌五条６－６－３３理想ビル１階 011-863-4444 http://care-net.biz/01/risoukea/b00.php

有限会社人材サッポロ 北海道札幌市北区北１０条西４丁目１ＳＣビル１Ｆ 011-700-3303 http://www.sapporo-group.co.jp/

鈴木忠音楽事務所芸能家紹介所 北海道札幌市北区北２２条西５丁目２－３２第１１松井ビル２－Ｂ 011-756-0048 http://www.bekkoame.ne.jp/ha/event
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株式会社マイティ・スタッフ北都 北海道札幌市北区北９条西４丁目エルムビル９Ｆ 011-700-2333

室蘭マネキン紹介所 北海道室蘭市中島町２－１８－１０ 0143-44-0225

千歳マネキン紹介所 北海道千歳市幸町５－１１－３フォレストコーポ５０１号 0123-23-8080

有限会社帯広看護婦家政婦紹介所 北海道帯広市西２条南２０－１０ 0155-23-4934 ○

有限会社帯広マネキン紹介所 北海道帯広市東１０条南８－１－１０ 0155-23-5091

朝日みらい株式会社 北海道帯広市東７条南3-1-51 0155-28-6053

有限会社滝川マネキン紹介所 北海道滝川市新町３－３－１６ 0125-23-5788

株式会社浜名マネキン紹介所 北海道苫小牧市光洋町１－１７－１ 0144-76-7771

有限会社ケア・サービス苫小牧 北海道苫小牧市青葉町１－２－３ 0144-72-4811

ガーディアン美警 北海道函館市桔梗2-16-1 0138-85-8884 http://g-bikei.sakura.ne.jp/

タムラ産業株式会社　キャリアスタッフ 北海道函館市五稜郭町4-16R4TM五稜郭9F 0138-85-8651

株式会社函館マネキン 北海道函館市万代町１１－２０ 0138-41-7622 http://www.hakodate-manekin.com/

有限会社アイビーワークス 北海道北見市泉町２－９－１ 0157-22-2655

北見介護サービス有限会社 北海道北見市大正５６－５２ 0157-36-5712

有限会社北見マーケット　コミュニケーションズ 北海道北見市中央三輪８－７－９ 0157-36-4052

有限会社ケアサービス弘前看護婦家政婦紹介所 青森県弘前市大字品川町１５５－２ 0172-32-3923 ○

株式会社ナカノ人材サービス 青森県弘前市大町２－１０－１３ 0172-36-9878

有限会社上十三看護婦家政婦紹介所 青森県十和田市西三番町１４－２１ 0176-23-2001

株式会社Ｊサポート 青森県上北郡おいらせ町青葉２－５０－３２３ＰＣＬ　Ｂ号棟 0176-51-9507 http://www.jsp55.com/

株式会社ジョブメイト 青森県青森市古川２－１５－７ジョブメイトビル 017-775-2008 http://jobmate.cp.jp/

有限会社間山家政婦紹介所 青森県青森市新町２－２－２１ 017-722-5451

株式会社たいようヒューマンネットワーク 青森県八戸市根城5-12-18 0178-72-3710

有限会社柏友家政婦紹介所 青森県八戸市大字上徒士町４－１ 0178-45-0737

有限会社八戸家政婦紹介所 青森県八戸市鷹匠小路１２ 0178-22-0349

有限会社松本家政婦紹介所 青森県八戸市南類家２－２６－７ 0178-72-1041

スタッフィングギャロップ有限会社 青森県八戸市北白山台５－３－５ 0178-70-1760 ○

有限会社一関看護婦家政婦紹介所 岩手県一関市桜木町７－１９ 0191-23-2505

有限会社花巻看護婦家政婦紹介所 岩手県花巻市下小舟渡７１－２ 0198-22-3665 http://www.hanamaki-care-service.com/

有限会社かまいしケアー・サービス 岩手県釜石市鵜住居町１２－３８－２２ 0193-28-1043

株式会社HIROグローバルホールディングス 岩手県盛岡市菜園２－１－９ 019-623-0666
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有限会社中央ケアサービス 岩手県盛岡市松尾町２－３ 019-652-5255 ○

有限会社伸栄紹介所 岩手県盛岡市神明町６－１６，２Ｆ 019-651-5473

有限会社うすいマネキン 岩手県盛岡市東黒石野２－１－１７ 019-663-8808

株式会社インターワークス 岩手県盛岡市門１－４－３２ベストビジネスビル１階 019-622-1501 http://www.interworks-987.co.jp/

有限会社ケアサービスひまわり 岩手県滝沢市妻の神157-3 019-688-1320 ○

株式会社ソシウス 岩手県滝沢市牧野林６８６－８ 019-684-4578 ○

有限会社北上看護婦家政婦紹介所 岩手県北上市中野町１－１０－６ 0197-63-3010

株式会社コスミック 岩手県北上市藤沢１６地割１９９番１号 0197-71-1381 http://www.cosmic-job.com/

株式会社ケア・サービス・ワタナベ 宮城県塩釜市旭町１７－７ライオンズマンション２０１ 022-366-5520

有限会社かくだ介護センター 宮城県角田市梶賀字高畑北１５４ 0224-62-3607

気仙沼ケア人材サービス 宮城県気仙沼市八日町２－２－４ 0226-22-0022

つきだて看護婦家政婦紹介所 宮城県栗原市築館字萩沢東７７－１２ 0228-23-7812

有限会社ライフサポートたかはし 宮城県石巻市蛇田字中埣一番地 0225-96-3304

鈴木家政婦紹介所 宮城県石巻市渡波町１－２－２７ 0225-24-1656

有限会社ひまわり看護婦家政婦紹介所 宮城県仙台市宮城野区小田原２－４－２０ 022-256-3367

株式会社エキスパートエージェンシー 宮城県仙台市宮城野区榴岡２－１－１５大内ビル５階 022-352-0511 ○ http://www.expert-agency.com/

有限会社あさかマネキン紹介所 宮城県仙台市若林区河原町１－５－１１川村ハイツ１Ｆ 022-223-7038

有限会社椎名マネキン紹介所 宮城県仙台市若林区河原町１－５－１１川村ハイツ１Ｆ 022-222-9830

有限会社仙台東邦サービス 宮城県仙台市若林区若林５－１０－１３－１０１ 022-355-5335

有限会社みちのく家政婦紹介所 宮城県仙台市若林区新寺１－２－１２ 022-291-5777 http://care-netbiz/04/mitinoku/

有限会社モックプランニング 宮城県仙台市青葉区一番町１－６－２２－２０１ 022-227-5591 http://www.moc-planning.com/index.html

株式会社ＭＯＲＡＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ 宮城県仙台市青葉区一番町4-4-33トレンドﾋﾞﾙ６Ｆ 022-266-5022

株式会社佐々啓 宮城県仙台市青葉区宮町３－８－１６ 022-225-3424

株式会社ファッションスタジオ　仙台モデル紹介所 宮城県仙台市青葉区五橋１－４－２４ライオンズビル５０３ 022-266-7407

東洋ワーク株式会社 宮城県仙台市青葉区国分町１－７－１８白蜂広瀬通ビル 022-225-5052 http://www.toyowork.co.jp/

株式会社仙台在宅介護センター 宮城県仙台市青葉区小田原４－２－１０ 022-267-2668 ○

株式会社星ケアサービス 宮城県仙台市青葉区上杉１－１５－２２ 022-261-1655 http://www5c.biglobe.ne.jp/~h-care/

有限会社いずみ訪問介護サービス家政婦紹介所 宮城県仙台市青葉区川平２－１８－１ 022-303-0631

有限会社白百合看護婦家政婦紹介所 宮城県仙台市青葉区台原１－１０－２８ 022-234-3921

株式会社ワークアクト東日本 宮城県仙台市青葉区中央２－４－２カルチェ５　５階 022-262-7964
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特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 宮城県仙台市青葉区二日町４－２６リバティーハイツ二日町１０２ 022-398-9854 http://www.onefamily-sendai.jp/

株式会社フジ・オンブレス 宮城県仙台市青葉区二日町７－３２勾当台ハイツ１００１ 022-211-6095

株式会社エキスパート仙台 宮城県仙台市青葉区本町2-6-15 022-716-3956 ○ http://www.facebook.com/expertsendai

株式会社三幸人材センター  東北配ぜん人紹介所 宮城県仙台市青葉区本町２－９－８日宝本町ビル３Ｆ 022-262-6295 ○

有限会社ケアサポートみやぎ 宮城県仙台市太白区長町６－２－１ウイング仙台ビル２Ｆ 022-304-5852

有限会社岡本看護婦家政婦紹介所 宮城県大崎市古川中里１－８－１５ 0229-22-1057

有限会社はさま看護婦家政婦紹介所 宮城県登米市迫町佐沼字中江２－２１ 0220-22-8064

株式会社スマイルサポート 宮城県亘理郡亘理町荒浜字隈崎2-8 0223-35-6209 ○

有限会社みどりケアサービス 秋田県秋田市川元松丘町４－５７ 018-862-3527 ○

有限会社エーワン秋田 秋田県秋田市中通６－１８－２５ 018-834-1452

有限会社保戸野看護師家政婦紹介所【ケア・サービス保戸野】 秋田県秋田市保戸野八丁５－３３ 018-862-6714

有限会社県南ケアシステム 秋田県仙北市角館町小勝田中川原１１１－７６ 0187-54-2295

ライフサポートねこのて 秋田県大館市相染沢中岱３４－１１ 0186-42-4577

なかざわ介護サービス 秋田県大館市北神明町９－５８－３ 0186-42-1495

有限会社ひまわりケアサービス 秋田県能代市花園町２５－７ 0185-55-0660

まちだケア・サービス 秋田県由利本荘市田町１７ 0184-23-4715

株式会社ジャパンサービス 山形県寒河江市大字寒河江字塩水１０９－２ 0237-85-7050

山形家政婦紹介所 山形県山形市城南町２－５－４ 023-645-2536

有限会社ケアワーク新庄 山形県新庄市上金沢町９－３７ 0233-22-2018 ○

有限会社ケアーネット・どばし 福島県いわき市郷ヶ丘２－１７－１０ 0246-46-2500

有限会社ことぶきケアサービス 福島県いわき市錦町川窪１０１－３ 0246-63-9360

介護サービスいわき有限会社　平看護家政紹介所 福島県いわき市平字南町７６ 0246-24-2307 ○

株式会社　フォービック 福島県岩瀬郡鏡石町高久田102-1 0248-72-6552 www.fourbik.jp/

有限会社アール工芸 福島県郡山市安積２－２９３－２ 024-947-7160

大槻ケアワーカー 福島県郡山市堤１－１５０ 024-952-5095

有限会社ビズネット 福島県郡山市島２－３８－１５三杉ビル１０２ 024-991-5152 http://www.biz-net.co.jp/

有限会社福島調理士紹介所 福島県郡山市富田町字下双又１５－３２ 024-923-0030

株式会社ハローアぺル 福島県郡山市冨久山町八山田字追越２８－１ 024-925-5211 ○

株式会社トライアンフ 福島県須賀川市大字西川字後田１２１ 0248-72-3301 http://triumph-web.com/

棚倉町無料職業紹介所 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野３３ 0247-33-2113
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株式会社ジャンプス 福島県南相馬市原町区南町1-1-1 0244-23-0999

有限会社大原会・看護ケアネット 福島県南相馬市中村字川原町３５－１ 0244-35-2268

有限会社エンゼル白河看護婦家政婦紹介所 福島県白河市古高山３－６２ 0248-22-0595

株式会社マクサムコミュニケーションズ 福島県福島市旭町９－１６ 024-534-9321 http://www.allmaxam.co.jp/

有限会社サンケアネット慈恵 福島県福島市松木町１４－７ 024-534-2648;024-534-2649

株式会社サカイクリエート 福島県福島市町庭坂字原中1-10 024-591-5518 www.sakai-m.co.jp

有限会社つくば紹介所 茨城県つくば市大井１５３５－１１ 029-830-7717 ○ http://www.care298.com/category/tsukuba

有限会社ファインサーヴィス 茨城県ひたちなか市堀口697-2 029-275-1377 http://www.fineservice.co.jp

有限会社おおしま 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－６－１０ 0280-84-3252

笠間家政婦紹介所 茨城県笠間市笠間１７６８－１ 0296-72-0943

株式会社友和 茨城県高萩市下手綱字天南堂２４３１－１ 0293-24-3368

浜野産業株式会社 茨城県鹿島郡神栖町奥野谷8071-3 0299-96-1517 http://www.hamanosangyo.co.jp/

ワークスタッフ株式会社 茨城県守谷市ひがし野１－２９－１４ワークＭＫビル１階 0297-47-0001 http://www.work-st.com/

有限会社水戸マネキン紹介所 茨城県水戸市河和田２－１７０９－１５ 029-251-0619

有限会社水戸介護家事サービス　水戸看護婦家政婦紹介所 茨城県水戸市上水戸１－８－１９ 029-221-3696

高橋家政婦紹介所 茨城県水戸市新荘１－１－４２ 029-221-6020

ケアスタッフ紹介所・みのわ 茨城県水戸市千波町７２７－１石川ビル４０３ 029-305-3316

光家政婦人材紹介所 茨城県水戸市泉町1-4-20メドウ泉町201 029-224-2971

株式会社アイ・ティ・エイチ 茨城県水戸市泉町２－２－３３水戸泉町ビル３階 0294-38-3805

有限会社共立看護婦家政婦紹介所 茨城県水戸市大町３－２－１１ 029-221-2585

石岡看護師家政婦紹介所 茨城県石岡市鹿の子２－４－３７ 0299-24-0079

ひまわり家政婦紹介所 茨城県筑西市下中山５４０－７ 0296-24-9900

新治看護婦家政婦紹介所 茨城県土浦市中央１－５－１３ 0298-21-1198

平山看護婦家政婦紹介所 茨城県土浦市東崎町９－５ 0298-21-1776

東日本システム株式会社 茨城県那珂郡東海村村松北2-7-41 029-287-7761

有限会社那珂マネキン紹介所 茨城県那珂市菅谷６３４２－２ 029-298-6970

多賀看護・家政紹介所 茨城県日立市東金沢町３－２０－１３ 0294-33-1870

有限会社日立看護師家政婦紹介所 茨城県日立市東町１－１５－１３ 0294-21-5029 ○

有限会社ライフケアーなぎさ 茨城県鉾田市鉾田７５６－１３ 0291-33-3712

有限会社サプリ 茨城県龍ケ崎市白羽１－２４－１０ 0297-61-3775
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塩野谷農業協同組合 栃木県さくら市桜野１６７０－２ 028-681-7554

株式会社日本総合スタッフ 栃木県宇都宮市元今泉２－２０－１ 028-610-0311 http://www1.ocn.ne.jp/~nissou/

有限会社ケアサービスむらおか 栃木県宇都宮市三番町２－１０ 028-634-6993 ○

株式会社ステップワーク日光 栃木県宇都宮市中央本町４－７ 028-634-8788 ○ http://www.stepwork-nikko.co.jp/

有限会社ケアメイトやまぐち 栃木県宇都宮市伝馬町３－２ 028-633-2502 http://www.d4.dion.ne.jp/~keameito/

株式会社宝木スタッフサービス　宇都宮本社 栃木県宇都宮市東宿郷５－２－５ 028-633-7502

シーデーピージャパン株式会社宇都宮支店　職業紹介事業部 栃木県宇都宮市峰2-2-1 028-651-6175 http://www.cdpjp.com/

有限会社石井家政婦紹介所 栃木県宇都宮市本丸町１６－１２ 028-634-4334

大島看護婦家政婦紹介所 栃木県佐野市植上町1334-1 0283-22-5741 http://www.ohshima-kks.jp/

トライスタッフ株式会社 栃木県小山市西城南７－４－４ 0285-27-4247 ○

小山看護婦家政婦紹介所 栃木県小山市天神町１－６－３ 0285-22-0328

有限会社ケアワーカー出野 栃木県真岡市荒町４－２２－４ 0285-84-1097

ウエク家政婦紹介所 栃木県足利市柳原町８９３－３ 0284-41-3235

大田原看護婦家政婦紹介所 栃木県大田原市山の手２－１７－５ 0287-22-4672

有限会社ケアサポート石川 栃木県栃木市日ノ出町9-27 0282-22-0902

有限会社中野家政婦・ケアスタッフ紹介所 栃木県那須塩原市扇町９－２ 0287-36-0345 ○

株式会社ＴＭＣ経営支援センター 栃木県那須塩原市大原間西1－10－6 0287-67-3023 ○

有限会社アイケアほしの 群馬県伊勢崎市今泉町２－８３２－２ 0270-25-5366

株式会社ジーファインスタッフ 群馬県桐生市錦町２－１３－４ 0277-32-5131

有限会社中里会中里看護師家政婦（夫）紹介所 群馬県桐生市広沢町２－３４００ 0277-54-1358

株式会社ジョーモー 群馬県高崎市中居町４－１１－７ 027-360-5003

有限会社牧野ケアサービス 群馬県高崎市末広町92-7 027-322-5956 http://care-net.biz/10/makino/

北関東調理士紹介所 群馬県高崎市柳川町６８－４ 027-326-6227

有限会社篠田看護婦家政婦紹介所 群馬県前橋市住吉町２－２－２ 027-231-4135

ＪＡ前橋市無料職業紹介所　【営農部営農企画課】 群馬県前橋市富田町２４００－１前橋市農業協同組合内 027-261-3832

有限会社ピーオーアイ小池 群馬県前橋市本町３－１－２０ 027-224-2645 ○

成友商事有限会社 群馬県太田市丸山町１１３２ 0276-37-1233

吉岡町商工会　無料職業紹介センター 群馬県北群馬郡吉岡町南下1375-3 0279-54-2625 yoshioka@xp.wind.jp

株式会社アーバンスタッフ浦和 埼玉県さいたま市浦和区高砂１－２－１エイベックスタワー浦和１１５ 048-824-3271

ワークサポートオフィス 埼玉県さいたま市浦和区前地２－９－２５ 048-881-1663
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有限会社ファーストケアまちや 埼玉県さいたま市浦和区本太３－１－１４ 048-813-5106

有限会社浦和看護婦家政婦紹介所 埼玉県さいたま市原山１－３－２１ 048-887-4612

有限会社諏訪配ぜん人紹介所 埼玉県さいたま市桜区西堀２－６－３０ 048-862-2116

松木ベビーシッター看護婦家政婦紹介所 埼玉県さいたま市桜木町２－２－１０松木ビル５Ｆ 048-641-0852

株式会社ラボーロ　配ぜん人紹介所 埼玉県さいたま市大宮区東町　２－２０４－５１ 048-644-7102 4http://www.lavoro-omiya.com

有限会社ライフサービス細井紹介所 埼玉県さいたま市大宮仲町３－１３８ 048-641-8092

株式会社四ツ葉 埼玉県さいたま市中央区上落合９－９－４大宮プレジデントマンション５０３号 048-711-7222 http://yotuba4.com

有限会社寿配ぜん人紹介所 埼玉県さいたま市東仲町２１－２４ 048-882-7177

有限会社渡辺マネキン紹介所 埼玉県さいたま市北区日進町２－６０１ 048-664-4404

上福岡看護婦家政婦紹介所 埼玉県ふじみ野市上福岡４－１－７ 049-261-0171

有限会社妃苑マネキン紹介所 埼玉県ふじみ野市上福岡６－５－４ 049-261-6361

有限会社新生・ケア・コミュニティー 埼玉県越谷市東大沢４－２－３５ 048-964-6795

有限会社越谷看護婦家政婦紹介所 埼玉県越谷市弥生町６－１８ 048-966-3430

有限会社美裕帝 埼玉県久喜市鷲宮１－１０－６ 0480-57-3326

株式会社コムズリサーチアンドディベロップメント 埼玉県熊谷市宮町２－１５８－２宮町第２ビル２階 048-594-6660 www.comsclub.co.jp

有限会社熊谷家事介護センター 埼玉県熊谷市末広１－３４－１ 048-521-2134

株式会社東邦サービス 埼玉県戸田市本町１－３－３ライオンズマンション戸田公園２０４ 048-434-0211 ○

有限会社オフィスシゴーニュ 埼玉県幸手市上高野1992-1 0480-44-1677

羽生看護婦家政婦紹介所 埼玉県行田市富士見町２－１５－８ 048-554-3375

有限会社春日部ケアサポート 埼玉県春日部市中央４－６－９ 048-754-7907

有限会社ナーシングケアーセンター　　 埼玉県春日部市中央５－３－４ 048-734-2437

ＮＯＡ－ＪＡＰＡＮ株式会社 埼玉県所沢市小手指町１－１０－１１沖田ビル２階 04-2929-5566 http://www.noa-jpn.com/

有限会社ケアプラザ 埼玉県所沢市北秋津７９１－２増田ビル２０１ 042-998-5921

株式会社ヤマトスタッフ 埼玉県上尾市西宮下３－５３ 048-779-6776 http://yamato-staff.com/

真心クラブ 埼玉県上福岡市上福岡３３－７－２フラワーキャッスル２０８号 049-261-8915

有限会社テイクケアふかや 埼玉県深谷市本住町２－２１オーティービル２Ｆ 048-571-0814

川越家政婦紹介所 埼玉県川越市砂３６－３ 049-242-1875

有限会社丸山マネキン紹介所 埼玉県川越市新宿町１－１４－２５ 049-243-9711

有限会社川口中央ケアサービス 埼玉県川口市原町７－２０ 048-251-0370

有限会社あおば介護・家政婦紹介所 埼玉県川口市西川口５－３－１５ 048-250-5312
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有限会社ウインザムマネキン紹介所 埼玉県川口市飯塚１－３－２６　ジェム川口プライムアベニュー４０５ 048-257-3251

有限会社テイクケア浅見紹介所 埼玉県秩父市大野原２８６－２ 0494-22-1453

朝霞家政婦夫紹介所 埼玉県朝霞市根岸台７－２９－６ 048-463-0644

パルマネキン紹介所 埼玉県朝霞市膝折町２－６－４２ 048-462-1496

ＩＳＰアカデミー　若葉駅前校 埼玉県鶴ケ島市富士見１－１－８ 049-271-0008 http://www.isp-ac.co.jp/

有限会社所沢マネキン紹介所 埼玉県入間市高倉２－９－１３ 042-963-1886 http://www.tokorozawamanekin.com

有限会社ユーアイ 埼玉県飯能市大字川寺５０－５ 0429-74-5577

株式会社ベストサポート 埼玉県比企郡吉見町山ノ下790-1 0493-54-8808 http://www.best-support.co.jp/

司調理士紹介所 埼玉県富士見市ふじみ野東2-15-1パティオふじみ野213号室 049-269-6308

本庄看護婦家政婦紹介所 埼玉県本庄市駅南１－１８－１６ 0495-21-8888

株式会社ゆうかり 埼玉県蕨市中央1-27-5YOSHINOビル4Ｆ 048-444-7550

有限会社エムズ企画 埼玉県蕨市中央１－３０－１タウンコートワラビ２０１号 048-447-8373

株式会社蕨看護婦家政婦紹介所 埼玉県蕨市南町２－２５－２ 048-441-3269

有限会社旭家政婦紹介所 千葉県旭市東足洗１３５２－２ 0479-63-4332

森配ぜん人紹介所 千葉県印旛郡富里町日吉台３－２１－７ 0476-92-8964

株式会社ロブスタ 千葉県鴨川市太海６３０－１ 047-093-7514 ○

庖心会調理士紹介所 千葉県館山市稲２２６－１ 0470-22-9971

十全看護婦家政婦紹介所 千葉県館山市館山１４９０－１ 0470-22-0588

ワークパワー株式会社 千葉県佐倉市宮前３－２３－１５ＴＣＣビル１階 043-481-3340 ○ http://www.s-kaseifu.jp/

エヌビー・カワテック株式会社 千葉県佐倉市表町２－２－２木村屋ビル２Ｆ 043-485-5321 http://www.newbusiness.co.jp/

有限会社五井看護婦家政婦紹介所 千葉県市原市五井２２５４－４ 0436-22-8961

有限会社市川家政婦紹介所 千葉県市川市市川１－１７－２２ 047-322-2711

有限会社京成家政婦紹介所 千葉県市川市市川３－２８－６ 047-326-1331

株式会社中山総合福祉マネジメント北方店 千葉県市川市北方２－１２－１フォレスト市川１０１ 047-711-1605 http://www.nakayama-group.co.jp/

株式会社日本メディスタッフ 千葉県習志野市実籾４－１－１ 047-403-6255 http://nohon-medistaff.co.jp

有限会社松戸看護婦家政婦紹介所 千葉県松戸市松戸１１２９－１ニューパウリスタビル２Ｆ 047-362-2624 ○

株式会社ライズ 千葉県松戸市松戸1307-1松戸ビル７階 047-703-4510

有限会社平林看護婦家政婦紹介所 千葉県松戸市八ヶ崎３－４６－３ 047-341-4434

松戸マネキン紹介所 千葉県松戸市本町１２－１６羽黒第２ビル３０１ 047-365-4052

ＮＩクリエーター 千葉県成田市小菅７００ 0476-32-0619
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スタッフマネージメント 千葉県千葉市稲毛区稲毛３－５－８ 043-246-7228

株式会社庖勇会調理師紹介所 千葉県千葉市若葉区若松台３－２２－１６ 043-235-0401

株式会社京葉スタッフサービス 千葉県千葉市若葉区都賀３－２４－１都賀ＭＴビル３０６ 043-234-8701

内山家政婦看護師紹介所 千葉県千葉市中央区新町２５－２ 043-242-3634 ○

株式会社八洲マネキン紹介所 千葉県千葉市中央区新町４－７クレインヒルズ３Ｆ 043-243-2266

株式会社シーケル 千葉県千葉市中央区新田町１２－１トーシンビル５階 043-247-6466

ちばぎんキャリアサービス株式会社　スタッフサービス部 千葉県千葉市中央区千葉港８－４損保ジャパン日本興亜千葉ビル４Ｆ 043-244-3211 http://www.cgac.co.jp/

有限会社新町看護婦家政婦紹介所 千葉県千葉市中央区道場北１－１１－１ 043-224-2272

株式会社ケアフレンドモリタ家政婦紹介所 千葉県千葉市中央区本町３－２－１４ 043-222-1059 http://www17.ocn.ne.jp/~cfmorita/

株式会社惠友トータルサポート 千葉県船橋市習志野台２－４９－１５波切ビル３階 047-463-2336

エイチ・アールツー・アンド・ディ　ヒューマンネットワークリーグ 千葉県船橋市前原西２－１４－１ダイヤパレス２１１ 047-403-4192

有限会社新船橋看護婦家政婦紹介所 千葉県船橋市本町１－２５－３１ソシアルハイムＡ１０１ 047-422-3262 http://www10.ocn.ne.jp/~fkasei

株式会社ケイヨウケアインテリジェント 千葉県船橋市本町６－１７－１３ 047-423-7634

有限会社オレンジスタッフ 千葉県船橋市本町７－１２－８東武第３ビル３Ｆ 047-423-8080

九十九里エコ飼料事業協同組合 千葉県匝瑳郡野栄町野手７００－３ 0479-67-4486 ○

有限会社弘誠会看護婦家政婦紹介所 千葉県銚子市末広町６－１５ 0479-22-0588

株式会社柏進調理士紹介所 千葉県柏市旭町１－１３－８ 0471-44-0664

株式会社千葉総合介護サービス 千葉県富里市白吉台４－６－１４ 0476-92-1720 ○ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.e-nicework.co.jp

ナーシングサービス片岡 千葉県木更津市木更津３－１４－２８ 0438-22-2407 http://attend-nursingservicekataoka.com/

千葉中小企業国際交流協同組合 千葉県香取市佐原口2122-8 0478-54-0841

野田家政婦紹介所 千葉県野田市柳沢２４ 0471-22-0608

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/
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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/
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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/

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/
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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/

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
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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

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
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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

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
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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

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/
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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

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 



会社名(漢字) 事業所住所 電話番号
紹介士のいる事

業所
ＨＰアドレス

2015年８月２１日現在

公益社団法人全国民営職業紹介事業協会　会員事業所一覧

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

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 ○
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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

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
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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

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
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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

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

株式会社中央経営研究所　経営管理者・科学技術者紹介センター 神奈川県綾瀬市綾西３－５－１５ 0467-77-1803

有限会社アテンドサービス湘南 神奈川県伊勢原市伊勢原４－６７０－１プリメール伊勢原３０６ 0463-97-1500

有限会社中央ライフ・ケア 神奈川県横須賀市佐野町２－３６ 0468-51-1184

有限会社赤心看護婦家政婦紹介所 神奈川県横須賀市上町３－３３ 0468-22-1372

株式会社クインズウエイ 神奈川県横須賀市大滝町２－４山本ビル２Ｆ 0468-25-3353 ○ http://www.q-way.co.jp/

有限会社青葉マネキン紹介所 神奈川県横浜市旭区東希望が丘１０３－１クレール希望が丘７０９ 045-362-5241

ドクターハートエージェント 神奈川県横浜市金沢区柴町368-S-306 90-6115-5176 http://www.drscout.seesaa.net/

有限会社金沢ケア・サービス 神奈川県横浜市金沢区谷津町１５７ 045-784-8861

有限会社戸塚ケア・サービス 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町５０ 045-881-0503

株式会社ツクイ 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー16階 045-842-4198

港南家政婦紹介所 神奈川県横浜市港南区日野１－１－１岡本ビル２０１号 045-843-6220 ○
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有限会社アテンドサービスヨコハマ家政婦紹介所 神奈川県横浜市港北区樽町１－２２－２７シードスズキ３０３ 045-545-7991

有限会社神奈川ケアサービス 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川３－１７－２２ 045-432-1089

株式会社ジョネット 神奈川県横浜市神奈川区台町11-26ライオンズマンション台町301 045-290-0775

有限会社京浜マネキン紹介所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町１－７－１８ＹＳビル２階 045-311-2547 http://www.keihinmanekin.co.jp

有限会社若葉マネキン紹介所 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３３－７若葉ビル２階 045-311-7601 ○ http://www.wakabanet.com/

株式会社若葉 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３３－７若葉ビル７Ｆ 045-311-8506

有限会社パピリオライフケア 神奈川県横浜市神奈川区富家町１－１３スカイハイツトーカイ２１０１ 045-402-5730

マンパワーグループ株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１ランドマークタワー３６階 045-227-4418 http://www.manpowergroup.jp/

株式会社マウンハーフジャパン 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１横浜ランドマークタワー４４階 045-227-5751

有限会社横浜中央介護サービス 神奈川県横浜市西区岡野２－１－１長谷川ビル２０１ 045-316-2787

株式会社トレンズ 神奈川県横浜市西区高島2-11-2スカイメナー横浜519号 045-620-3680 http://www.trends.jp/

株式会社キンロウ　スタッフ・アローネ 神奈川県横浜市西区高島２－１２－６崎陽軒ビルヨコハマ・ジャスト1号館６階 045-444-6082 http://www.kinrou.jp/

有限会社京浜配ぜん人紹介所 神奈川県横浜市西区南幸１－１３－１０第２ニューヨコハマビル５Ｆ 045-311-8855 http://www.keihin-haizen.com/

株式会社ジョビア 神奈川県横浜市西区北幸１－１１－１１NOF横浜西口ビル８階 045-311-1116

株式会社プラネッツ 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町１１６９－１ 045-972-3115 http://www.planets-net.co.jp/index.html

カズワールド株式会社 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－３－９ コスモビル４Ｆ 045-902-9929 ○ http://www.kaz-world-doctor.com/

有限会社ヒューマンケアー 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-4-3　三橋ビル４Ｆ 045-905-1320

有限会社元町ケアサービス 神奈川県横浜市中区元町２－９１ 045-641-3769

有限会社大和配ぜん人紹介所 神奈川県横浜市中区山下町１９５國皇ビル６Ｆ 045-681-0297

リソフレックス株式会社 神奈川県横浜市中区山下町１番地シルクビル１００３ 045-264-4439 http://www.resoflex.jp/

株式会社スタッフコミュニケーションズ 神奈川県横浜市中区山下町１番地シルクビル１０階 045-222-6580

株式会社国際人材パワー横浜 神奈川県横浜市中区山下町５１－１読売新聞社横浜ビル８Ｆ 045-662-7008

株式会社さくら人材サービス 神奈川県横浜市中区野毛町１－５２キャッスル野毛中央３１７ 045-231-0292 http://www.y-sakura.co.jp/

有限会社関看護婦家政婦紹介所 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町７－３２ 045-501-5050 ○ http;//www.sekicare.com/

有限会社笹島看護師家政婦紹介所 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町９－３５ 045-501-6655 http://www.sasajima.co.jp/

有限会社潮田介護サービス 神奈川県横浜市鶴見区潮田町２－１１３－１ 045-511-5590

株式会社辻総合クリエート 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－１ＵＮＥＸビル８階 045-502-7411

有限会社ひかり看護婦家政婦紹介所 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町３２－１１ 045-581-3418

株式会社マドカコーポレーション 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾２－６－１８レイクサイドヒルズ１階 045-583-3966 http://www.madoca-hh.co.jp/

有限会社川崎クリーニング技術者紹介所 神奈川県横浜市都筑区中川8-3-22 045-591-2834
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有限会社松田ケアワーカーセンター 神奈川県横浜市南区永田北２－４２－２０ 045-742-3109

横浜三共調理士紹介所 神奈川県横浜市南区真金町２－１５ 045-231-3738

鈴庖調理士紹介所 神奈川県横浜市南区中里１－１０－１４ 045-741-6651

合木調理士紹介所 神奈川県横浜市南区中里１－２－３ 045-731-6294

有限会社同仁家事介護サービス 神奈川県鎌倉市雪ノ下２－１６－１０ 0467-22-8461

有限会社茅ヶ崎ケアサービス 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北３－９－３ 0467-82-2448

有限会社厚木マネキン紹介所 神奈川県厚木市旭町１－３３－９－２０３ 046-228-7624 ○

株式会社国際人材パワー小田原 神奈川県小田原市栄町１－１１－１６Ｍビル６Ｆ 0465-23-4511 http://www.kokusaipower-odawara.com/

有限会社介護サービスサンライズ 神奈川県小田原市中町１－９－６ 0465-24-3053

有限会社三和看護婦家政婦紹介所 神奈川県逗子市逗子３－１－２６近藤ビル　３F 046-871-5985

有限会社川崎配ぜん人紹介所 神奈川県川崎市幸区戸手本町１－９ 044-511-0644

有限会社アキプランニング 神奈川県川崎市高津区末長1-41-12-206号大久保ビル 044-871-6121

有限会社篠原配ぜん人紹介所 神奈川県川崎市川崎区砂子１－２－１２ハーレーちとせ４０５ 044-233-4757

株式会社ノース 神奈川県川崎市川崎区南町15-3日神パレステージ102 044-221-7797 http://www.north-h.jp/

株式会社ゆりが丘ケアスタッフ 神奈川県川崎市多摩区登戸3375-1第二TSSﾋﾞﾙ701号 044-934-4166

小杉企画マネキン紹介所 神奈川県川崎市中原区丸子通１－６３６－４ 044-433-1311

株式会社サンエイ配ぜん人紹介所 神奈川県川崎市中原区小杉町１－４０３－１０サニーウエル小杉２１４ 044-711-5411

株式会社アップル・リレーションサービス 神奈川県川崎市中原区小杉町３－６９－１今井ビル１０１ 044-733-1005

新丸子ケアサービス 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６７セピアハイム３Ｆ 044-738-1107

有限会社サポートサービス　住吉ケアスタッフ 神奈川県川崎市中原区木月１－３１－１２ 044-411-4049 ○

ダイヤル株式会社 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘4-22-29 044-955-6767

株式会社経理バンク 神奈川県川崎市麻生区万福寺１－１－１新百合ヶ丘ｼﾃｨﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5Ｆ 044-933-8600

有限会社相模調理士紹介所 神奈川県相模原市南区相模台７－３－１３ローズマンション２０２ 042-741-6119

有限会社東洋マネキンクラブマネキン紹介所 神奈川県相模原市矢部新町３－２７－７０７ 042-730-5367

株式会社アレック 神奈川県相模原市緑区東橋本2-6ｸﾞﾗﾝﾃﾞｳﾞｨｸﾄﾜｰﾙ 042-771-1120 http://www.alec.co.jp/

湯河原調理士紹介所 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥１－８－１１ 0465-63-1795

有限会社神奈川配ぜん人紹介所 神奈川県大和市大和東１－５－６スリーエス大和ビル５０１ 046-262-2695 http://www.kanahai.com/

有限会社湘南ケアサービス 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡３－５－２６ 0466-25-2769

中村看護婦家政婦紹介所 神奈川県藤沢市藤沢８１７ 0466-22-3279

有限会社湘南マネキン紹介所 神奈川県藤沢市藤沢９７３相模プラザ第三ビル３Ｆ 0466-26-0211
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公益社団法人　アジア技術技能人材交流協会 神奈川県藤沢市藤沢９７６秀明ビル２Ｆ 0466-25-2366

ケイ・ティー・ビー株式会社 神奈川県藤沢市本鵠沼３－２－１４ 03-3516-7705

有限会社燕看護婦家政婦紹介所 新潟県燕市大字小高６１０－１ 0256-63-8273

有限会社三条看護婦家政婦紹介所ハイデイ 新潟県三条市井栗１－２８－１０ 0256-38-1211

有限会社愛冨岡看護婦ケア・ホームヘルパー 紹介所 新潟県新潟市中央区幸町１２－１１ 025-247-5014

有限会社新潟看護婦家政婦紹介所 新潟県新潟市中央区水島町１－７ 025-244-1925

株式会社三愛サービス 新潟県新潟市中央区東大通２－２－１８タチバナビル４階 025-243-8518 http://www.san-ai-service.biz-web.jp/

株式会社広報しえん 新潟県新潟市中央区南笹口１－２－１６新潟ＣＤビル２階 025-242-3555

有限会社中川マネキン紹介所 新潟県新潟市中央区万代１－１－２５ヴェルドミール万代４０７ 025-244-0802

株式会社ワークアクト北日本 新潟県新潟市東区石山１－３－３ 025-287-7503

有限会社新発田家政婦紹介所 新潟県新発田市住吉町４－５－２４ 0254-24-7737

有限会社石山看護婦家政婦紹介所 新潟県村上市肴町15-22 0254-52-2474

有限会社高岡配ぜん人紹介所 富山県高岡市新横町１０４２ 0766-25-4807 ○

有限会社ヘルパーサービスセンター高岡 富山県高岡市中央町７２ 0766-22-0688

株式会社開進堂楽器　ＭＰＣ企画 富山県高岡市野村３７０－１ 0766-21-1027

有限会社新川配ぜん人紹介所 富山県黒部市中新177-24 0765-24-1977

公益財団法人 富山県母子寡婦福祉連合会 富山県富山市安住町5-21 076-432-4298 ○ www.bokaren-toyama.jp

トミハイ有限会社 富山県富山市桜木町１１－２第一パーキングビル２Ｆ 0764-42-0475

株式会社ジェル 富山県富山市西大泉１５－８ 0764-22-9946

有限会社千石ケアサービス 富山県富山市千石町５－３－７ 076-491-4181

有限会社アクティとやまマネキン紹介所 富山県富山市総曲輪４－８－５城石ビル 076-491-4010 http://actym.jp/

富山庖友調理士紹介所 富山県富山市桃井町１－２－１吉岡ビル２Ｆ 076-425-8084

有限会社中央ケアーサポート 富山県富山市旅籠町１－１３ 076-442-3828

株式会社アドバンス社 石川県金沢市寺地１－３３－１９ 076-226-8700

株式会社トーコーマネキン 石川県金沢市松村１－３５８ 076-267-0236 http://www.toko-manekin.co.jp/

株式会社人材情報センター 石川県金沢市西念１－１－３コンフィデンス金沢４階 076-263-6663 http://www.jjc-net.co.jp/

北陸大栄調理士紹介所 石川県金沢市千日町１－５ 076-242-2633

有限会社アシスト 石川県金沢市泉野出町２－１５－２２ 076-244-6778

有限会社ケアサービス金沢 石川県金沢市長町２－７－２４ケアハイム２Ｆ 076-222-8855

株式会社ホクハイサービス 石川県金沢市尾山町９－１０ＳＡＩＤＡビル 0762-33-3526
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株式会社ホワイトキャリアスタッフ 石川県野々市市本町5-11-17MKKビル403号 076-256-3335

有限会社武生看護婦家政婦紹介所 福井県越前市高瀬２－５－２９ 0778-22-1587

株式会社かくだ 福井県敦賀市昭和町2-20-16 0770-25-4141 http://www14.ocn.ne.jp/~kakuda/

有限会社第一看護婦家政婦紹介所 福井県福井市春日１－１３－１１ 0776-35-1138

有限会社稲木ケア・サービス 福井県福井市上北野２－２２－９ 0776-54-2734

有限会社中央介護・家政職紹介所 山梨県甲府市丸の内３－２９－２３ 055-233-4020 ○

株式会社プラン ドゥ ワカツキ　【ベストキャリア】 山梨県甲府市古上条町４１１－１ 055-288-0611

株式会社エール・ヒューマン・ソリューション・パートナーズ 山梨県甲府市徳行２－１－７ 055-236-1440 http://www.yell-yhp.com/

イン・フィニティ株式会社 山梨県笛吹市石和町唐柏５８３ 055-263-6416

アド・コマーシャル株式会社　人材事業部 長野県伊那市西春近３０１０－１ 0265-76-2121

シードジャパン株式会社 長野県小県郡丸子町長瀬3607 0268-41-1224 http://www.seed-japan.jp/

株式会社アクティブ・エイ・ワン 長野県松本市渚３－１０－１５ 0263-26-8690 http://www.aa1.co.jp/

株式会社コンフォール 長野県松本市沢村３－４－４７ 0263-37-5670

有限会社奉仁ひまわり 長野県上田市下室賀１６７４－１ 0268-21-8422

株式会社シーベント 長野県諏訪市上川３－２２６０－１ 0266-54-1911

有限会社松橋看護師家政婦(夫)紹介所 長野県長野市若里５－１０－４８若里信越ビル２０２号 026-223-0039

八十二スタッフサービス株式会社 長野県長野市大字中御所字岡田１７８－２ 026-227-3433 https://www.82staff-service.co.jp/

有限会社ながの綜合マネキン 長野県長野市中越１－５－１２ヒューネットＢＬＤＧ．４Ｆ 026-244-9226

グッドウィル事業協同組合 長野県南安曇市豊科5173－7 0263-73-6010;0263-71-6010

株式会社日本テクノス 長野県飯田市大久保町２６３５丈長屋ビル４階 0265-59-8812 ○

株式会社ビジネス・ポイント 長野県飯田市本町３丁目大横２１ 0265-24-3399

株式会社介護サービス各務原 岐阜県各務原市蘇原花園町３－２２ 0583-83-8008

有限会社平和看護婦家政婦紹介所 岐阜県岐阜市茜部菱野１－４６ 0582-71-2674

公益社団法人岐阜県歯科医師会歯科医療関係従事者無料職業紹介 岐阜県岐阜市加納城南通り１－１８岐阜県歯科医師会館内 058-276-8275

株式会社睦ケアｾﾝﾀｰ 岐阜県岐阜市鷺山１１７８－１ 058-232-0711

株式会社サン・テンポラリー 岐阜県岐阜市長良福光１６４５－１０ 058-296-1128 http://www.suntemporary.com/

ジャストワークスタッフサービス 岐阜県岐阜市東金宝町1-18アベニュー４Ａ 058-267-7633

株式会社華陽ケアサポート 岐阜県岐阜市北一色６－２－３５ 058-245-0760 http//www.kayokaigo.co.jp/

株式会社ＮＥＸＴ岐阜 岐阜県岐阜市本荘中ノ町１－１ 058-275-3550 http://next-gifu.jp/www/

株式会社岐阜ヘルパー 岐阜県岐阜市六条北4-5-11 0582-76-2424 http://www.gifu-helper.co.jp/
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有限会社山之上看護婦家政婦紹介所 岐阜県高山市昭和町１－２０７ 0577-32-6347

愛知看護師紹介所 岐阜県大垣市三津屋町４－５６ 0584-74-0639

株式会社大橋ケアサービス 岐阜県大垣市新地町１－１ 0584-81-3489

有限会社森看護婦家政婦紹介所 岐阜県大垣市竹島町１４ 0584-78-3280

株式会社東美濃ネットワーク 岐阜県中津川市かやの木町４－５５アサカビル１階 0573-62-0681 http://www.higashimino.com/

有限会社中津川看護婦家政婦紹介所 岐阜県中津川市本町４－４－８ 0573-65-2651

有限会社トータルケア幸誠 岐阜県美濃加茂市川合町４－１１－２９ 0574-28-3223

伊東家政婦紹介所 静岡県伊東市音無町５－６ 0557-37-2900 ○

株式会社伊豆配ぜん人紹介所 静岡県伊東市和田１－２－１８鳴戸ビル２０１ 0557-36-8246 ○

湯ヶ島家政婦紹介所 静岡県伊豆の国市中島２７０－１ 0558-76-5312

伊豆誠心調理士紹介所 静岡県伊豆の国市長岡１３４９ 0559-48-6177

ニュー三島配ぜん人紹介所 静岡県伊豆の国市長岡２３８－２ 0559-48-4666

下田調理士紹介所 静岡県下田市蓮台寺３６９－１１ 0558-22-3456

有限会社トータルサービス御殿場　 静岡県御殿場市萩原７７９－２８ 0550-82-1399 ○

有限会社駿豆家政婦紹介所 静岡県三島市大宮町３－１２－５ 0559-75-0334

静岡東部配ぜん紹介所 静岡県沼津市新宿町１１－９野中ビル１Ｆ 0559-25-6308

有限会社沼津ケアセンター白鳥 静岡県沼津市新沢田町７－３３ 055-929-7020

株式会社国際人材パワー沼津 静岡県沼津市大手町１－２－１フォーラム壱番館３Ｆ 0559-62-0012 http://www.kokusaipower-numazu.com/

株式会社エキスパートパワーシズオカ 静岡県沼津市北高島町２１－１ 0559-66-5126

株式会社東海道シグマ 静岡県静岡市葵区御幸町８－１ダイヤ静岡ビル５階 054-272-0216

株式会社静岡マネキン紹介所 静岡県静岡市葵区紺屋町７－５杉善ビル３Ｆ 054-255-5544

アオキ・ケアサポート 静岡県静岡市葵区水落町１７－２６ 054-200-3663

有限会社中部マネキン紹介所 静岡県静岡市葵区鷹匠１－１４－３０望月ビル３Ｆ 054-253-1020

川口家政婦紹介所 静岡県静岡市葵区追手町10-1010 054-252-3517

株式会社トキノスタンス 静岡県静岡市葵区伝馬町9-3芝田ビル　３階Ａ 054-275-2801 https://www.tokista.com/

株式会社エポックケアサービス紹介事業部宮下家政婦紹介所 静岡県静岡市葵区馬場町９田辺ビル２階 054-653-7380 http://care-net.biz/22/epoch/

有限会社サンセール・ケア・サービス 静岡県静岡市清水区江尻町８－１４ 054-364-4633

有限会社ハート・ケア・エンドー 静岡県静岡市清水区堂林２－７－１８ 054-352-5228

双葉家政婦紹介所 静岡県静岡市清水区宝町４－２２ 054-366-0549

木村家政婦紹介所 静岡県島田市高砂町６２４４ 0547-37-3584
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有限会社静岡経営労務管理センター 静岡県藤枝市田沼3-23-35 054-634-2050 http://www.roumu-110.co.jp

有限会社中島家政婦紹介所 静岡県熱海市紅葉ガ丘町９－１ 0557-83-2400

有限会社博善看護婦家政婦紹介所 静岡県熱海市田原本町１－２ 0557-83-1231

株式会社タカ 静岡県浜松市三和町203-1アバンテヤマカ203 053-443-9357 http://kk-taka.biz

一般社団法人静岡就労支援センター 静岡県浜松市鍛冶町１２４マルＨビル４階 053-457-1458 http://hellojob.or.jp

アサヒ家政婦紹介所 静岡県浜松市中区鴨江１－１４－２４ 053-452-5267

誠心家政婦紹介所 静岡県浜松市中区元城町１１６－２０ 053-452-1054

杉山家政婦紹介所 静岡県浜松市中区城北２－５－３１ 053-471-1415

ときわ家政婦紹介所 静岡県浜松市中区常盤町１４１－１３ 053-452-3051

株式会社三鈴マネキン紹介所 静岡県浜松市中区大工町３１１－１８第一ビル３Ｆ 053-453-1185

有限会社浜松第一スタッフ 静岡県浜松市中区鍛冶町１２４マルＨビル７Ｆ 053-456-4626

有限会社内海マネキン紹介所 静岡県浜松市中区鍛冶町１番地６４幸栄ビル２Ｆ 053-452-5239

福寿家政婦紹介所 静岡県浜松市中区中沢町５８－５ 053-471-7912

株式会社サポート２１ 静岡県浜松市南区若林町３２７－２ 053-454-3315

有限会社かやの里 静岡県富士宮市ひばりが丘５２６－２ 0544-26-4298 ○

株式会社S&A 静岡県富士宮市外神９－６ 054458-8860

株式会社静岡キャリアステーション 静岡県富士市瓜島町８２富士商工会議所２Ｆ－２０１ 0545-53-0553

吉原看護婦家政婦紹介所 静岡県富士市荒田島町６－２７ 0545-73-1010

有限会社セントラル富士介護センター 静岡県富士市中央町2-2-5文化図書(有)第2ﾋﾞﾙ　 1F北 0545-53-3303

株式会社ケミック 愛知県安城市和泉町神明１２番地 0566-92-5171 http://www.kemikku.co.jp/

有限会社アットホームケアユタカ 愛知県一宮市新生３－６－２５ 0586-46-1218

有限会社ヤナセ看護婦家政婦紹介所 愛知県岡崎市松本町１－１８ 0564-21-2039

有限会社川合家政婦紹介所 愛知県岡崎市石神町５－６ 0564-22-1491

株式会社ケイエス 愛知県蒲郡市三谷町東５－１９３ 0533-66-3831

株式会社いきいきヒューマンネット 愛知県刈谷市大正町１－７０５ソシアルセイワ刈谷１１０５ 0566-28-5184

株式会社　TSサービス 愛知県刈谷市野田町北屋敷157番地2 0566-63-5492 ○ http://www.tss-kk.com

有限会社ますみライフケアサービス 愛知県江南市赤童子町御宿６６ 0587-56-4358

有限会社あい愛ライフ春日井 愛知県春日井市坂下町７－７６０－５２６ 0568-88-4560

有限会社陶都看護婦家政婦紹介所 愛知県瀬戸市川端町２－２９－１ 0561-83-8828

有限会社ひまわり介護サービス 愛知県瀬戸市北浦町１－２３－１２ 0561-82-0225
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有限会社杉山家政婦紹介所 愛知県西尾市熊味町下池田１０サンポール徳次１０７ 0563-57-3296

株式会社サポート・ワン・サービス　紹介事業部　つしま紹介所 愛知県津島市愛宕町４－１１３ 0567-26-3921 ○ http://s-o-s.co.jp

有限会社知多【ちたケアサービス】 愛知県東海市大田町天尾崎１１０－１ 0562-32-3850

豊橋豊隆会調理士紹介所 愛知県豊橋市札木町５５ 0532-53-0232

有限会社介護スタッフサービス日の出 愛知県豊橋市八町通３－２－１ 0532-53-3699

有限会社伊藤ケアサービス 愛知県名古屋市昭和区阿由知通３－２３ 052-731-1187

有限会社菊園家政婦紹介所 愛知県名古屋市昭和区菊園町４－１７ 052-841-3793

岩田看護婦家政婦紹介所 愛知県名古屋市昭和区狭間町２１ 052-731-1442

株式会社多幸 愛知県名古屋市西区則武新町４－３－１７加島ビル３Ｆ 052-551-5561 http://www.takou-m.co.jp

有限会社ロイヤルスタッフ 愛知県名古屋市千種区御棚町２－５０－２ 052-752-0850

株式会社東海ヒューマンリソースマネジメント 愛知県名古屋市千種区今池２－１－６千種橋ビル７Ｆ 052-732-1011 http://www.thm.co.jp/

株式会社サービスクリエーション 愛知県名古屋市千種区星が丘元町１５－１４星ヶ丘パークビル４Ｆ 052-781-7100

池下家政婦紹介所 愛知県名古屋市千種区堀割町１－１４ 052-761-8155

株式会社メニコンビジネスアシスト 愛知県名古屋市中区葵３－２１－１９ 052-979-3222 http://menicon-ba.co.jp/ 

株式会社アドステージ　職業紹介サポート 愛知県名古屋市中区栄1-18-1ハイツサンライズ２階 052-228-8892 http://www.a-jinzai.com/

御器所ゼネラルサービス 愛知県名古屋市中区栄２－１５－２７シャンポール白川公園３０１ 052-219-5775

株式会社Ｒ４ＣＡＲＥＥＲ 愛知県名古屋市中区栄2-9-26ポーラ名古屋ビル3階 052-218-3270 http://www.r4career.co.jp

丸栄家政婦紹介所 愛知県名古屋市中区栄３－２５－２６ 052-241-3841

愛知県医師会　医療従事者関係無料職業紹介所 愛知県名古屋市中区栄４－１４－２８愛知県医師会　　 052-241-4136 http://wwwinfo.aichi.med.or.jp/

株式会社インテリジェント　トーカイ 愛知県名古屋市中区栄５－１６－１南久屋ビル４Ｆ 052-264-0039 ○ http://www.it-tokai.co.jp/

有限会社トータルケアサービス瑞穂 愛知県名古屋市中区栄５－２３－１９ 052-251-3801

一般社団法人愛知県歯科医師会 愛知県名古屋市中区丸の内３－５－１８ 052-962-8020

株式会社　トータルグロース 愛知県名古屋市中区錦１－５－２８ミワビル２Ｆ 052-219-6250 http://www.t-growth.co.jp

株式会社　NSRJAPAN 愛知県名古屋市中区錦1丁目13番26号名古屋伏見スクエアビル4F 052-218-5882 https://www.nextsr-j.com/

有限会社大雄調理士紹介所 愛知県名古屋市中区錦２－５－３１長者町相互ビル２０８ 052-212-4753

有限会社ツインコーポーレーション 愛知県名古屋市中区錦３－２３－３１栄ビル５Ｆ 052-962-7196 ○ http://www.twin-g.co.jp/

有限会社至誠看護婦家政婦紹介所 愛知県名古屋市中区金山２－１－１５ 052-331-0136

中部美容専門学校　名古屋校　職業紹介センター 愛知県名古屋市中区上前津２－９－１０ 052-323-0011 http://www.chubu-biyou.ac.jp

共益家政婦紹介所 愛知県名古屋市中区新栄２－１２－１４ 052-251-9777

株式会社サンライズ・パートナー 愛知県名古屋市中区正木４－８－７れんが橋ビル９階 052-678-0856 ○ http://sunrisepartner.com/index.htm
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有限会社名古屋ＳＰマネキン紹介所 愛知県名古屋市中区大須３－２４－２１ライオンズ大須１１１５号 052-251-2964 http://www.nagoyasp.com/

有限会社ヘルパーサービス金澤 愛知県名古屋市中村区烏森町５－４３ 052-471-1638

都築工業株式会社 愛知県名古屋市中村区黄金通７－２１－１ 052-483-2611

有限会社丸八介護サービス 愛知県名古屋市中村区西米野町１－７６－６ 052-471-3938

株式会社東洋ケアプランニング 愛知県名古屋市中村区大秋町２－３５ 052-461-4555

Ashley株式会社 愛知県名古屋市中村区豊幡町１０２－１ＭＦ　ＨＯＵＳＥ００１ 052-710-0736 http:.ashley.co.jp/

株式会社サンビジネスコンサルティング 愛知県名古屋市中村区名駅２－４１－１０アストラーレ名駅７階 052-931-2201

株式会社エヌアイエス 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-19名駅永田ビル 052-581-3370

株式会社ビーハーフ 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-22名駅ビル6階 052-586-9631

豊通ヒューマンリソース株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅４－４－１０名古屋クロスコートタワー9F 052-584-8990

有限会社資料庫 愛知県名古屋市中村区名駅５－１０－７花車ビル中館４０９ 052-541-0888

株式会社ミツワ 愛知県名古屋市東区葵２－１２－１ナカノビル６Ｆ 052-935-7800 ○

愛知商工連盟協同組合無料職業紹介所 愛知県名古屋市東区矢田1-3-11 052-721-0082 ○ http://www.aishoren.or.jp

Ｎ・Ｔ・Ｉ事業協同組合 愛知県名古屋市南区内田橋2-29-17ベルディーノ内田橋１－Ｂ 052-692-2151

ＡＰＬＥ株式会社 愛知県名古屋市北区杉栄町２－４３ 052-981-7691

有限会社ナースエイド山田 愛知県名古屋市緑区四本木５６７ 052-622-8831

有限会社伊賀家政婦紹介所 三重県伊賀市高畑７４７－１ 0595-21-1030

大正家政婦紹介所 三重県伊勢市岩淵２－４－２４ 0596-28-3073

武田家政婦紹介所 三重県伊勢市八日市場町３－１１ 0596-28-3323

有限会社ヒューマン・ケア・ステーションみえ 三重県桑名市星見ケ丘６－９１９ 0594-33-4411

株式会社協和ビジネス 三重県三重郡川越町豊田城の内２６２ 0593-63-1061

有限会社三重大和マネキン紹介所 三重県四日市市ときわ２－９－２４ 0593-54-1240

有限会社アサヒホームサービス家政婦紹介所 三重県松阪市駅部田町２０８ 0598-26-6171

有限会社ケアーサービス親和 三重県津市栄町１－８５１ 059-228-2409

株式会社パソピア　パソピア有料職業紹介所 三重県津市新町１－１２－１新美ビル３Ｆ 059-213-6738 http://www.group-rita.co.jp/index.html

中七家政婦紹介所 三重県鈴鹿市寺家３－３６－６ 059-387-0280

株式会社トーエイビジネスサポート 三重県鈴鹿市南堀江１－１１－２３ 0593-85-5554

滋賀一料調理士紹介所 滋賀県草津市矢橋町１１５－７森田ビル３０１ 077-565-4616 http://ichiryou.jp/

平山調理士紹介所 滋賀県大津市におの浜３－３－３ヨシノビル３階 077-521-0888

株式会社びわこクリエイト 滋賀県彦根市戸賀町２５６－１北川ビル１Ｆ 0749-27-2356 ○ http://www.biwacre.com/
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濱川家政婦紹介所 滋賀県彦根市城町２－７－３５ 0749-22-1689

丹後看護婦家政婦紹介所 京都府宮津市字宮村１４４２ 0772-22-7765

京丹後市総合サービス株式会社 京都府京丹後市弥栄町溝谷３４５０ 0772-65-0088

株式会社アクト関西　京都店 京都府京都市下京区烏丸通綾小路下る二帖半敷町646ダイマルヤ四条烏丸ビル8階 075-343-6056

淳風看護婦家政婦紹介所 京都府京都市下京区大宮通五条下ル下五条町４６２ 075-351-2771 ○

有限会社京都展美社マネキン紹介所 京都府京都市下京区東洞院通五条上ル深草町５７２－２グラン・ドムール五条烏丸９０２ 075-351-9823

大和看護師家政婦紹介所 京都府京都市下京区柳馬場通松原上ル吉文字町４４４ 075-351-5445

株式会社京都マネキン紹介所 京都府京都市左京区吉田中大路町１５ 075-751-7100

山階看護婦家政婦紹介所 京都府京都市左京区聖護院東町２６ 075-771-4306

飯田調理士紹介所 京都府京都市左京区川端二条上ル新生洲町113-1 075-751-6866

イケダ労務管理事務所 京都府京都市山科区四ノ宮泓２－１ 075-584-6640 http://www.ro-mu.jp/

平安看護婦家政婦紹介所 京都府京都市上京区寺町通今出川下ル真如堂前町１１４ 075-231-3810

株式会社インテリジェンスオフィス 京都府京都市中京区烏丸通御池下ル虎屋町５６６－１ 075-213-8680

株式会社エブリワーク 京都府京都市中京区河原町二条上ル清水町３６２AXE ABビル３Ｆ 075-241-1821

株式会社ジャスコム 京都府京都市中京区三条通新町西入る釜座町22ｽﾄｰｸﾋﾞﾙ三条烏丸307 075-213-4118

株式会社太陽アネックス 京都府京都市中京区七観音町烏丸センタービル４Ｆ 075-213-2710 http://www.33san.com/

双葉看護婦家政婦紹介所 京都府京都市中京区壬生御所ノ内町１０－１３ 075-841-2692

オフィス・シーエッチ・ケー芸能家紹介所 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町８７河二ガレージビル７Ｆ 075-223-1800

京平調理士紹介所 京都府京都市東山区三条通南裏白川筋西入土居三内町４６９ 075-541-2566

朝日看護婦家政婦紹介所 京都府京都市東山区東大路松原上ル辰巳町９９－３ 075-561-1764 ○ http://care-net.biz/26/nsr-kyoto/

信愛看護婦家政婦紹介所 京都府京都市東山区本町通五条下ル新５－１６３－４ 075-561-3236

有限会社呉竹家政婦紹介所 京都府京都市伏見区京町北７－１０－１ 075-601-0906

株式会社日本予防医学研究会 京都府京都市伏見区紙子屋町５３１番地 075-603-0199 http//www.jp-tact.com

有限会社アテンド看護婦家政婦紹介所 京都府京都市伏見区淀本町１６７－１８ 075-632-2377

敬愛家政婦紹介所 京都府京都市北区紫野上野町１０６ 075-493-7728

衣笠看護婦家政婦紹介所 京都府京都市北区等持院南町２７ 075-461-7396

正光看護婦家政婦紹介所 京都府向日市寺戸町笹屋２０－１９ 075-932-0118 ○

有限会社舞鶴共同家政婦紹介所 京都府舞鶴市字浜７７７ 0773-62-0037

福知山家政婦紹介所 京都府福知山市内記２－４８－７ 0773-22-3003

有限会社茨木介護家事サービス 大阪府茨木市総持寺２－３－５ 0726-24-6979
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長野家事介護サービス 大阪府河内長野市本多町２－９ 0721-52-2326

前田職業紹介所 大阪府岸和田市別所町１－２０－２７ 0724-22-1285

アクティ家政婦紹介所 大阪府高槻市北園町３－４トナミロイヤルハイツ101Ａ 072-683-6651

株式会社三和コーポレーション 大阪府堺市向陵中町４丁目７番１５号１０３号 072-255-8789

堺介護センター看護婦家政婦紹介所 大阪府堺市堺区熊野町東３－２－２７伊藤ビル２０２ 072-229-0322

有限会社ケアネット大阪ヘルパーセンター 大阪府堺市堺区少林寺町東１－２－９ 072-232-3070

有限会社厚生調理士紹介所 大阪府堺市堺区竜神橋町２－２１－１　ステュディオ堺フェニックス２２５ 0722-33-7595

近畿中央ビジネス株式会社 大阪府堺市戎島町４－４５－１ポルタス・センタービル１２Ｆ 072-238-2525 http://www.kcb-web.co.jp/

有限会社ミット配ぜん人紹介所 大阪府堺市西区鳳北町９－５２０－１－１３０５ 072-266-6658

株式会社グローブイン 大阪府堺市中区深井沢町３３３９ 072-242-1800

株式会社泉北介護センター 大阪府堺市南区別所１００６ 072-291-9639

有限会社西野 大阪府堺市北区中百舌鳥町４－８２４エストビル２階 072-258-3773

有限会社寿看護婦家政婦紹介所 大阪府堺市北三国ヶ丘町４－３－１３ 072-232-0077

株式会社ベル 大阪府寝屋川市東大利町６－１１  ２、３Ｆ 072-826-7001

株式会社メディテイク 大阪府寝屋川市木田元宮1-18-5 072-825-7300 http://www.medi-take.jp

有限会社大阪相愛ケアサービスセンター 大阪府寝屋川市木田町９－３４ 072-822-5394

吹田看護婦家政婦紹介所 大阪府吹田市元町１３－５ 06-6381-0251

株式会社スタジアムプロモーション 大阪府吹田市豊津町３０－２９Ｍ＆Ｈビル３Ｆ 06-6330-1125 http://www.e-stadium.co.jp/

フルエプロダクション芸能家紹介所 大阪府泉佐野市羽倉崎１－１－５ 072-466-4708

株式会社共和家政婦紹介所 大阪府泉佐野市羽倉崎上町３－２－３０ 0724-65-7245

有限会社ケア・ステーション  りんくう 大阪府泉佐野市鶴原１８０８ 0724-62-0717 http://care-net.biz/27/care-rinku/

愛の手家事介護ステーション(有) 大阪府泉大津市二田町１－１１－１５ 0725-22-7529

大阪狭山家政婦紹介所 大阪府大阪狭山市東茱萸木１－１７５７－２４２ 072-366-5457

株式会社大阪ワークステーション　紹介事業部 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－５０－７岡本ビル３階 06-6627-1712

株式会社辻料理教育研究所 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-9-11 06-6629-6021

有限会社貴志 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１－１－１道野ビル２Ｆ 06-6606-6288 ○

有限会社エ・ビ・シー 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町１－１８－２０あすかビル３０３号 06-6607-0563

株式会社Todashou 大阪府大阪市旭区大宮2-11-13 06-6955-0085

あかしや理容師美容師紹介所 大阪府大阪市港区三先1-2-16 06-6252-2488

有限会社森田サービス 大阪府大阪市住吉区大領４－７－２１ 06-6691-2055 ○
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有限会社ヨシダケアサービス　吉田看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市住吉区長居４－１０－２７ 06-6607-8009

三和看護師家政婦紹介所 大阪府大阪市住之江区浜口西１－２－８住吉グリーンハイツ１０１号 06-6671-4329

株式会社インターナショナル　プール　オブ　タレント 大阪府大阪市城東区新喜多１－２－１７－４０１ 06-6936-4308

木村看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市生野区中川４－１１－１２ 06-6751-2502

株式会社ワークステーション 大阪府大阪市西区阿波座1-4-4野村不動産四ツ橋ビル 06-4391-8806 http://www.workstation.co.jp/

株式会社カムテイ　人材紹介事業部 大阪府大阪市西区京町堀１－４－１６センチュリービル 06-6459-1886

コアキャリア株式会社 大阪府大阪市西区西本町１－１２－１９ 06-6599-8641

株式会社エスプランド 大阪府大阪市西区西本町１－１２－１９清友ビル２０６ 06-6535-7561 http://www.esperand.co.jp 

糸山看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市西区南堀江４－２０－１１糸山ビル１Ｆ 06-6531-7157

株式会社大阪マネキン紹介所 大阪府大阪市西区北堀江1-2-19アステリオ北堀江6階 06-6532-5875

有限会社恵美マネキン紹介所 大阪府大阪市西区靱本町２－３－８西尾ビル３階 06-4803-7345

パナソニックエクセルスタッフ株式会社 大阪府大阪市中央区城見2-1-61ＴＷＩＮ２１ＭＩＤタワー２Ｆ 06-6945-9011 http://panasonic.co.jp/excelstaff/

テルウェル西日本株式会社総合人材サービス営業部 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央１－７－１２ 06-6944-8840 http://www.telwel-west.co.jp/

明石調理士紹介所 大阪府大阪市中央区西心斎橋１－１０－１９都ビル３Ｆ 06-6245-0650

アクセス人材紹介株式会社 大阪府大阪市中央区谷町１－７－４ＭＰ天満橋ビル６階 06-6261-6597

ルミエール・ケア看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市中央区谷町３－１－１１大晋ビル３０１ 06-6949-3729

有限会社第一ファッションマネキン紹介所 大阪府大阪市中央区淡路町２－５－８船場ビル３０８ 06-6231-8321

株式会社テクノ経営総合研究所 大阪府大阪市中央区内平野町２－３－１４ライオンズビル大手町 06-6910-0862

株式会社創企画 大阪府大阪市中央区南船場１－１０－１２ラインビルド南船場３０１ 06-6262-9550

有限会社ライズワーク 大阪府大阪市中央区南船場３－１２－２１心斎橋ブラザビル新館９階 06-6241-0888

株式会社オマージュ 大阪府大阪市中央区難波２－１－２太陽生命難波ビル3階 06-6214-6886

日本アドカスタム株式会社 大阪府大阪市中央区難波4-7-14難波阪神ビル10階 06-6630-8236

戎屋理容師美容師紹介所 大阪府大阪市中央区難波千日前１４－２５阪南ビル２Ｆ 06-6649-1006

なんば理容美容紹介所 大阪府大阪市中央区難波千日前１５－１７南海不動産なんばビル２階 06-6643-3480

大阪調理士紹介所（養成会） 大阪府大阪市中央区難波千日前３－４ 06-6643-0321

前田調理士紹介所 大阪府大阪市中央区日本橋１－２１－１４鈴木ビル３Ｆ－Ａ 06-6645-0975

株式会社ハイブリッジ 大阪府大阪市中央区博労町３－６－１４ＴＡＧ北心斎橋ビル 06-6251-5861

りそなビジネスサービス株式会社 大阪府大阪市中央区備後町2‐1‐8備後町野村ビル4階 06-6203-0549 ○ http://www.resona-bs.com/

オッフルサービス 大阪府大阪市中央区北久宝寺町４－２－２久宝ビル２０３ 06-6121-8881

ヒューマンステージ株式会社　紹介事業部 大阪府大阪市中央区本町３－２－６本町ドリームビル１階 06-6282-1357
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博愛家政婦紹介所 大阪府大阪市天王寺区大道２－５－１２－８０１ 06-7896-3602

株式会社都島ナース 大阪府大阪市都島区都島南通１－２０－９ 06-6921-0590

有限会社南大阪配ぜん人紹介所 大阪府大阪市東住吉区桑津２－６－３１サン河堀口ハイツ１０２ 06-6714-9280 http://www.373osaka.jp/

旭看護師家政婦（夫）紹介所 大阪府大阪市東住吉区東田辺１－１６－１６ 06-6626-1000

大和調理士紹介所 大阪府大阪市東淀川区淡路３－１４－１０ 06-6326-5255

光陽マネキン紹介所 大阪府大阪市福島区吉野４－１５－１５エステート野田２０３ 06-6463-6880

山本看護師家政婦（夫）紹介所 大阪府大阪市福島区福島１－６－２８ 06-6451-5487

株式会社ユニオンサービスクリエイト 大阪府大阪市福島区福島６－４－１０ウエストビル５Ｆ 06-6451-1903 http://www.union-sc.co.jp/

大和家政婦紹介所 大阪府大阪市平野区平野本町３－１２－８ 06-6791-2548

クラレテクノ株式会社 大阪府大阪市北区角田町８－１ 06-7635-1410 http://www..kuraray-techno.com

オーサカ理容師美容師紹介所 大阪府大阪市北区芝田２－４－２牛丸ビル４Ｆ 06-6376-0229 http://www.cutpro-shokai.com/

株式会社マーケ 大阪府大阪市北区芝田２－８－１１共栄ビル５Ｆ 06-6359-0907 ○ http://www.marke.co.jp

株式会社新日本　人事部　 大阪府大阪市北区西天満３－１４－１１ 06-6311-1271

協愛株式会社 大阪府大阪市北区西天満３－８－２０ 06-6362-8471

ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 大阪府大阪市北区太融寺町３－２４日本生命梅田第２ビル 06-6362-0238

関西理容師美容師紹介所 大阪府大阪市北区中崎西２－２－１東梅田八千代ビル３Ｆ－Ｄ 06-6312-2423

株式会社太陽 大阪府大阪市北区中崎西２－４－４３山本ビル梅田７階 06-6292-7111 ○ http://www.taiyo-osaka.co.jp/

冨士田看護婦家政婦紹介所 大阪府大阪市北区天神橋１－１８－２５ 06-6352-0567

株式会社オフィスキイワード芸能家紹介所 大阪府大阪市北区天神橋２－４－２ 06-6357-9852

株式会社タカミコーポレーション 大阪府大阪市北区天神橋３－７－１８ 06-6355-5512

ステブラン株式会社 大阪府大阪市北区南森町2-2-2南森町千代田ビル９Ｆ 06-6311-2377 http://drs-avenue.net/

モラブ阪神工業株式会社　大阪事業所 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－５００号大阪駅前第４ビル５階　１８号 06-6341-8237

株式会社アクト関西　大阪店　人材紹介事業部　 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４大阪駅前第４ビル１２Ｆ 06-6341-2211

株式会社ピー・エムコーポレーション 大阪府大阪市北区梅田1－1－3大阪駅前第3ビル30F 06-6147-3318

株式会社エンカレッジ 大阪府大阪市北区梅田１－１－３大阪駅前第３ビル３階 06-6442-3388 http://www.enc-jp.com

株式会社プレステージ 大阪府大阪市北区梅田１－２－２－２００大阪駅前第２ビル２Ｆ 06-6347-7751

株式会社双和マネキン紹介所 大阪府大阪市北区豊崎３－２０－９三栄ビル６階　６０７号 06-6371-3638

株式会社ＭＣ企画芸能家紹介所 大阪府大阪市北区豊崎５－３－２３ジュリアビル１Ｆ 06-6376-0987

テンマ調理士紹介所 大阪府大阪市北区浪花町１３－３８千代田ビル北館 06-6371-3166

株式会社タカギマネキン紹介所 大阪府大阪市北区浪花町１３－３８千代田ビル北館４Ｆ 06-6376-4118 ○
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株式会社ウィングス 大阪府大阪市淀川区宮原5-1-3新大阪生島ビル10階 06-6398-1407 http://www.wings-sky.jp/

株式会社大原ライセンスサポート 大阪府大阪市淀川区西中島３－６－９大原法律公務員専門学校大阪校２階 06-6306-2607

株式会社ファインスタッフ 大阪府大阪市淀川区西中島５－１１－１０第３中島ビル８階 06-6304-6221

有限会社大淀サービスクリエーター 大阪府大阪市淀川区塚本３－１０－３ 06-6309-0451

近調調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区恵美須西２－１１－２ 06-6641-9064

有限会社ナニワプロモーション芸能家紹介所 大阪府大阪市浪速区元町１－１１－１０－８０３ 06-6647-2861

株式会社京定調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区難波中１－１３－１３ 06-6641-2656

小西調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区難波中２－８－８０ 06-6632-0388

関西寿司調理士紹介所 大阪府大阪市浪速区難波中３－７－２ 06-6641-1552

株式会社クボタスタッフ　 大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７(株)クボタ第二ビル３Ｆ 06-6648-3871

有限会社池田看護師家政婦紹介所 大阪府池田市栄町１０－９ 0727-51-3001

有限会社新晃　 大阪府東大阪市近江堂１－８－１カサベルデ２０２ 06-6728-2910

有限会社朝日介護サービス 大阪府東大阪市足代２－３－６橋本ビル５Ｆ 06-6736-1701

布施看護婦家政婦紹介所 大阪府東大阪市太平寺１－６－４ 06-6721-0568

藤井寺介護センター 大阪府藤井寺市小山４－１６－４４ 0729-30-5660

有限会社愛生会ケアサービス 大阪府八尾市山本町北４－３－４ 072-999-3359

益美家政婦紹介所 大阪府八尾市東山本新町６－３－２０ 072-997-8184

株式会社クリエイトプランニング 大阪府豊中市寺内２－１３－１緑地ステーションビル６０２号 06-6868-3728

株式会社関西割烹調理士紹介所 大阪府豊中市上野東３－１８－１河原ビル２階 06-4865-9260

有限会社湯野企画 大阪府豊中市刀根山６－１０－４３ 06-6841-2952

服部看護婦家政婦紹介所 大阪府豊中市服部南町２－１０－２０ 06-6862-1052

豊中看護婦家政婦紹介所 大阪府豊中市末広町２－２－２ 06-6852-5510

株式会社ケアライフ 大阪府枚方市三矢町２－１０ 072-844-3633

株式会社トーコー 大阪府枚方市上島町12‐20 072-866-5511 http://www.tkg.co.jp/

非営利株式会社ＰＴＡ 大阪府枚方市楠葉朝日1-5-2 072-864-1123 http://pta-inc.com

株式会社イープラネット 大阪府枚方市楠葉並木2-22-1樟葉ビル306 072-851-3600 http://www.earth-planet.co.jp/

有限会社キダマネキン紹介所 大阪府箕面市箕面２－１－５ 072-724-0701

株式会社ホービス配ぜん人看護婦家政婦紹介所 大阪府門真市柳田町１３－２６ 06-6903-1533

有限会社和泉ファミリーケア 大阪府和泉市伯太町２－３１－１２ 0725-41-2904

株式会社タイヨウ企画 大阪府茨木市新庄町1-2 072-645-2777
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TEQLO株式会社 兵庫県神戸市西区樫野台3丁目27-4 06-6315-8720 http://www.teqlo.co.jp  

株式会社のもと　紹介部 兵庫県たつの市御津町黒崎２６２ 079-322-0878

大塚看護師家政婦紹介所 兵庫県芦屋市公光町１０－１８ 0797-22-3761

伊丹看護婦家政婦紹介所 兵庫県伊丹市中央１－６－６ 0727-72-3520

粟津看護師家政婦紹介所 兵庫県加古川市加古川町本町１１７－１１ 0794-22-2059

株式会社のじぎく人材紹介センター 兵庫県高砂市阿弥陀町南池４５２－２ 0794-47-4751

高砂看護婦家政婦紹介所 兵庫県高砂市米田町米田1158-5 0794-31-4026

株式会社アシストビジネスパートナー 兵庫県宍粟市山崎町神谷399-7 0790-63-0041

洲本家政婦紹介所 兵庫県洲本市本町７－４－４０ 0799-22-4728

しごとの窓口　運営会社　株式会社ソリア 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2-4-4 078-736-5720

白百合看護婦家政婦紹介所 兵庫県神戸市垂水区宮本町３－１３レイ・シエスタ４Ｆ 078-707-4698 http://care-net.biz/28/shirayuri/

西神看護師家政婦紹介所 兵庫県神戸市西区押部谷町福住５０２－１ 078-995-1055 http://care-net.biz/28/css/

株式会社アトム企画 兵庫県神戸市西区神出町田井２８８－１ 078-965-3198

有限会社中央マネキン紹介所 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３－３－２１杉屋ビル２０１ 078-231-2521 http://www.chuou-kobe.com/

合同会社ＩＳＲパーソネル 兵庫県神戸市中央区古湊通１－２－１６ＩＳＲビル 078-366-1335

アテンド合同会社 兵庫県神戸市中央区江戸町98-1東町・江戸町ビル３階 078-392-0314

株式会社アクト関西　神戸店 兵庫県神戸市中央区三宮町3-7-6神戸フクトクビル9階 078-321-3366

山崎調理士紹介所 兵庫県神戸市中央区相生町２－２－８新神戸ビル東館４Ｆ４１号 078-341-5297

神戸理容師美容師紹介所 兵庫県神戸市中央区多聞通２－５－３ 078-361-0576

有限会社プルミエ 兵庫県神戸市中央区中町通３－１－８ﾗｲｵﾝｽﾞｽﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ507 078-367-3639 http//premier-kobe.com

株式会社ケー・ピー・エー 兵庫県神戸市中央八幡通４－１－３８東洋ビル６０２ 078-261-1045 http://www.kpa-kobe.com/

アイビーメディカル株式会社 兵庫県神戸市長田区御蔵通5丁目205-3 078-793-8503 http://www.ivy-medical.com/

六甲道看護婦家政婦紹介所 兵庫県神戸市灘区深田町２－４－１６ 078-841-1691

宮本看護婦家政婦紹介所 兵庫県神戸市灘区赤坂通５－１－１２ 078-861-4545

桑形看護婦家政婦紹介所 兵庫県神戸市兵庫区下祇園町１－１０ 078-341-6679

堤看護婦家政婦紹介所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３－５７－４ 078-511-3751 http://care-net.biz/28/yuu-care/

ウェーブライフ西宮 兵庫県西宮市染殿町6-12西宮ハイム104 0798-38-8458

夙川家政婦紹介所 兵庫県西宮市大井手町５－５－２０２ 0798-31-3333

株式会社ささえる 兵庫県西宮市名塩さくら台１－２０－２ 0798-77-3534

赤穂看護婦家政婦紹介所 兵庫県赤穂市加里屋中洲３－７５ 0791-42-2349
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川西家政婦紹介所 兵庫県川西市中央町１４－８ 0727-59-1365

氷上エンタプライズ株式会社 兵庫県丹波市氷上町氷上６１ 0795-82-3398

有限会社昭和ケアサービス 兵庫県尼崎市開明町２－１１神鋼建設ビル３０２ 06-6414-6533 ○

有限会社厚生看護婦家政婦紹介所 兵庫県尼崎市杭瀬本町２－１３－１ 06-6481-0618

有限会社吉田看護婦家政婦紹介所 兵庫県尼崎市大庄西町１－２２－１ 06-6416-2314

森ケアサービス 兵庫県尼崎市南塚口町３－９－２８ 06-6428-2271

有限会社姫路マネキン紹介所 兵庫県姫路市白銀町５０日本生命姫路ビル６Ｆ 079-222-3131 http://homepage2.nifty.com/himemane/

ＷＤＢ株式会社 兵庫県姫路市豊沢町７９ 079-287-0111 http://www.wdb.co.jp/index.html

有限会社足立ケアサービス 兵庫県姫路市坊主町５３ 0792-22-1748 http://ｗｗｗ3.ocn.ne.jp/‘adati/

原口調理士紹介所 兵庫県姫路市北条４３２－２北条北店舗1棟１１０１ 0792-81-4887

有限会社花北ケアサービス 兵庫県姫路市野里中町３－４４　　　　　 0792-88-3730

株式会社アソシエ 兵庫県姫路市立町７７三輪ビル２Ｆ 0792-88-2800

協同組合　広域情報センター 兵庫県宝塚市小林２－１０－４サンパレス２１小林２F 0797-73-0816 ○

有限会社ミキ・プロスタッフ 兵庫県明石市魚住町西岡1947-6ﾊﾟﾙ明石魚住ｽｶｲﾏﾝｼｮﾝ405 078-939-2711

株式会社あかしマネキン紹介所 兵庫県明石市樽屋町３－９サンロイヤル明石３０２号 078-914-3046 http://www.akashi-m.co.jp/

明石看護師家政婦(夫)紹介所 兵庫県明石市本町1-1-24大日明石本町ビル202号 078-912-2523 ○

奈良配ぜん人紹介所 奈良県橿原市観音寺町４１９－４ 0744-27-9061

人材ニュース株式会社 奈良県橿原市中曽司町351-2 0744-24-5300

有限会社吉祥 奈良県五條市本町３－５－２５ 07472-5-2345

日本エコロジック株式会社 奈良県桜井市大字西之宮１２９－５ 0744-43-5006

株式会社トーヨーワーク 奈良県大和郡山市筒井町５７１－８富士ハイツ２０６ 0743-58-3488

平和家政婦紹介所 奈良県大和高田市大中６４ 0745-52-1901

奈良理容師美容師紹介所 奈良県天理市川原城町８７０ 0743-63-3382

株式会社ハッピーライフ家政婦看護師紹介センター 奈良県奈良市三条大路1-10-50 0742-30-5575

株式会社まほろばケアセンター  紹介事業部 奈良県奈良市大宮町６－１-１１新大宮第二ビル３Ｆ 0742-34-7403

ヒューマン・ハピネス 奈良県奈良市中山町西三丁目210番地の85 0742-31-1907 http://www.human-happiness.com/

奈良家政婦紹介所 奈良県奈良市南魚屋町１４ 0742-23-4385

王寺家政婦紹介所 奈良県北葛城郡上牧町下牧１－２－２５ 0745-72-1308

有限会社ハートフルケア紀南 和歌山県田辺市学園３０－１９ 0739-22-5712

日高看護師家政婦紹介所 和歌山県日高郡美浜町和田１１３５－５ 0738-22-3590
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ナース・イン株式会社看護婦家政婦紹介所 和歌山県有田市箕島３３－１有田商工会議所ビル３０３ 0737-82-1187

株式会社シルバーネストサービス 和歌山県和歌山市塩屋５－１６８－１ 073-446-8456

有限会社アネスティ家政婦紹介所 和歌山県和歌山市桑山９８－１ 073-479-5044

西和家政婦紹介所 和歌山県和歌山市手平４－４－７ 073-422-7121

有限会社海南家政婦紹介所 和歌山県和歌山市内原４６７－１ 073-446-5788

有限会社ケア・サービス博愛 鳥取県鳥取市吉方温泉２－５１６ 0857-22-2095

愛育ケア・ワーカー紹介所 鳥取県鳥取市茶町３２０ 0857-22-4546 ○ http://aiiku-cw.jp/

有限会社新生ケア・サービス 鳥取県米子市吉岡６５－４ 0859-27-1439

有限会社ケアサービス米子 鳥取県米子市両三柳２６７ 0859-22-3332

有限会社ケアサービス隠岐 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町５０ 08512-2-3174

有限会社ケアサービス出雲 島根県出雲市今市町９４７－１ 0853-21-0936

ごうぎんスタッフサービス株式会社　総務部 島根県松江市白潟本町７１ 0852-55-4404

有限会社ケアサービス松江 島根県松江市北堀町２１１ 0852-55-7168 ○

有限会社ケアサービス浜田 島根県浜田市港町２０９－５ 0855-22-3760 http://care-net.biz//32/cskaigo

岡山県商工会連合会 岡山県岡山市弓之町４－１９－４０１ 086-224-4341 http://www.okasci.or.jp/

株式会社オフィス星野芸能家紹介所 岡山県岡山市中区原尾島２－１８－１０－１１ 086-272-5722 http://officehoshino.jp/

有限会社姫路中山下マネキン紹介所 岡山県岡山市中山下１－２－３０中山下高松ビル３０８ 086-225-2060

県南部金属加工業協同組合 岡山県岡山市藤田６９３番地 086-239-6610

株式会社パソナ岡山 岡山県岡山市北区駅元町1-6 086-233-0375 www.pasona-okayama

有限会社博愛看護婦家政婦紹介所 岡山県岡山市北区駅前町２－７－１９ 086-222-5012 ○ http://www.hakuai-jin.co.jp/

有限会社雅サービスクリエーター 岡山県岡山市北区下石井2-8-6三木第二ビル202 086-232-5388 http://www.miyabi.co.jp/

株式会社バンケットサプライ　配ぜん事業部 岡山県岡山市北区大供表町２－３ 086-232-4620 http://www.banquet-supply.co.jp

有限会社渡辺家政婦紹介所 岡山県岡山市北区奉還町４－１５－４ 086-252-0020

有限会社ケアサービス双葉 岡山県倉敷市玉島中央町２－１０－４ 086-522-3555

岡山県輸出組合　有料職業紹介所 岡山県倉敷市児島下の町9-3-31 086-472-3692

美作調理士紹介所 岡山県津山市小田中１３０８－２後藤ビル 0868-24-0688

公益財団法人安芸高田市地域振興事業団 広島県安芸高田市吉田町吉田２６９－４ 0826-42-1011 http://www.mourinosato.jp

有限会社第一介護サービス 広島県呉市広古新開４－２－１４ 0823-74-7499

有限会社吉宗看護婦家政婦紹介所 広島県広島市安佐北区亀山南３－９－５ 082-814-1922

有限会社五日市ケアワーク 広島県広島市佐伯区五日市２－８－８ 082-921-3155
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有限会社グリーンガイド観光バスガイド紹介所 広島県広島市佐伯区五日市6-4-6-10 082-921-9500

有限会社大原家政婦紹介所 広島県広島市佐伯区五日市中央２－３－９－９ 082-923-0298 ○

有限会社エッチ・エスエス 広島県広島市西区横川町２－１０－１３ 082-295-3100

株式会社ロンシャン 広島県広島市西区東観音町２－１５東観音コーポ１１１２ 082-292-6394

神崎看護婦家政婦紹介所 広島県広島市中区河原町２－１６ソレイユ平和大通り９０１ 082-231-1531

厳島調理士紹介所 広島県広島市中区吉島新町２－１６－２ 082-245-0767

中国調理士紹介所 広島県広島市中区銀山町１６－１１ 082-241-1666

有限会社アシスト安井 広島県広島市中区銀山町２－１６ 082-249-2588

広島調理士紹介所 広島県広島市中区三川町６－１３Ｍビル６０２号（並木通り） 082-247-0630

株式会社ウェルストンプロモーション 広島県広島市中区紙屋町２－３－２０アーバンＢＬＤ紙屋町５Ｆ 082-241-5811

有限会社ケアネット広島 広島県広島市中区舟入川口町６－９ 082-231-2831 ○

株式会社白百合 広島県広島市中区上八丁堀４－１－１１１１(ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ11F) 082-227-2277 http://shira-yuri.ecgo.jp/

有限会社共立ケアーサービス 広島県広島市中区上幟町５－１９ 082-221-8644

株式会社エイブル スタッフ 広島県広島市中区鉄砲町１－１８佐々木ビル 082-221-7770

アズ要屋 広島県広島市中区本川町２－１－１２パレス２１ビル２０４ 082-234-0100

有限会社中國ケアサービス 広島県広島市南区比治山本町５－３２ 082-251-1593

有限会社山陽介護サービス 広島県三原市港町１－１８－１１ 0848-62-3416

因島家政婦紹介所 広島県尾道市因島中庄町２４１８－１６ 08452-4-0429

有限会社誠心ケアサービス 広島県尾道市長江１－６－１０ 0848-37-4604

有限会社ニューサービスクリエーター 広島県福山市三之丸町７－７－５０２ダイアパレス三之丸 0849-25-1551 http://www.new-sc.jp/

下川マネキン紹介所 山口県下関市細江町１－６－２ 0832-32-2361

下松家政婦紹介所 山口県下松市大字末武下西市西６５４－１７ 0833-41-0592

株式会社エムシー・オペレーションサポート 山口県玖珂郡和木町和木６－１－２ 0827-52-4521 ○

有限会社ケアポート徳山 山口県徳山市川端町１－１１ 0834-21-0707

有限会社介護サービス羽浦看護婦家政婦紹介所 徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉原ノ内４１ 0884-44-2237

阿南看護婦家政婦紹介所 徳島県阿南市才見町三本松５７－３ 0884-23-3467

藤崎家政婦紹介所 徳島県阿波市平川原北６５－１０ 0883-36-6577

井内家政婦(夫)サービス 徳島県吉野川市鴨島町上下島２８９ 0883-22-3275

三加茂家政婦(夫)紹介所 徳島県三好郡東三好町加茂２６０１－５ 0883-82-6121

池田家政婦(夫)紹介所 徳島県三好市池田町ウエノ２８２２－２ 0883-72-1820
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社団法人徳島県労働者福祉協議会 徳島県徳島市昭和町３－３５－１ 088-625-8387;088-652-4510 ○

株式会社ワークスタッフ 徳島県徳島市西新町5-17 088-626-2626 http://www.ws-gp.co.jp/

有限会社北浜看護婦家政婦紹介所 徳島県徳島市蔵本町２－２３－２ 088-631-6529

有限会社ジャパンバンケットコーポレーション　徳島配ぜん人紹介所 徳島県徳島市中常三島町３－１４－１５ＪＢＣビル１階 0886-52-3360

有限会社アン・モデルエージェント 徳島県徳島市富田浜１－２５－２ 088-678-3339

有限会社ケアサービス工藤 徳島県徳島市福島１－５－１ 088-623-7800

木村看護婦家政婦紹介所 徳島県徳島市北田宮３－３－４１ 088-631-4059

有限会社明日香ライフケア 徳島県名西郡石井町浦庄字下浦３３９－３ 088-675-3701

あい人材サービス 徳島県名西郡石井町石井字重松６８０－１ 088-675-3530

野木看護婦家政婦紹介所 徳島県名西郡石井町石井字白鳥５５８－１ 088-674-1871

有限会社東明家政婦紹介所 香川県さぬき市大川町南川343-2 0879-43-2618

三豊家政婦紹介所 香川県観音寺市昭和町１－５－５５ 0875-25-2869

株式会社求人タイムス社 香川県観音寺市本大町１５４１－３ 0875-25-0404

今治造船グループ事業協同組合 香川県丸亀市昭和町30番地 0877-35-8870

有限会社ケアサービス丸亀 香川県丸亀市中府町2-4-30 0877-24-3234 http://care-net.biz/37/care-marugame/

第一看護師家政婦紹介所 香川県高松市桜町１－１０－１ 087-833-5550

有限会社藤田調理士配ぜん人紹介所（香川県調理研究会） 香川県高松市鹿角町２７－１５－６０４ 087-868-5181

ケアシステム看護婦家政婦紹介所 香川県高松市松並町８０２－１ 087-865-8155

有限会社高松配ぜん人紹介所 香川県高松市西宝町１－１４－２０ 087-835-0477

長谷川看護婦家政婦紹介所 香川県高松市築地町８－１７ 087-851-2916 ○

ちからネット株式会社　マッチングちからネット四国 香川県高松市林町２２１７－１５香川産業頭脳化センター３Ｆ 087-864-6472 http://www.tikara.net/

善通寺朝日看護師家政婦紹介所 香川県善通寺市善通寺町１－３－８ 0877-62-0510

有限会社ケアセンター宇和島 愛媛県宇和島市丸之内２－１－７ 0895-22-0401 http://www17.ocn.ne.jp/~ccu/index.html

菊園家政婦紹介所 愛媛県宇和島市和霊元町4-1-12 0895-24-6090

亀田看護婦家政婦紹介所 愛媛県今治市宮下町３丁目甲１５３６ 0898-22-5936

有限会社博愛看護婦家政婦紹介所 愛媛県今治市室屋町２－１－９ 0898-22-0840

宏日技術交流協同組合 愛媛県今治市中寺１２２番地１４ 0898-35-3010

協同組合イチヒロ 愛媛県今治市八町西４－１－６ 0898-23-6126

せと看護婦家政婦紹介所 愛媛県四国中央市寒川町２７６０ 0896-25-1906

株式会社スタッフメイト 愛媛県四国中央市三島中央1-16-72 0896-24-8571
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株式会社ケアメイツ・ネットワーク 愛媛県松山市天山町２－４－１７ 089-932-8555

株式会社松山ライフビジネス 愛媛県松山市余戸南４－７－１０ 089-971-9175

有限会社五月家政婦紹介所 愛媛県松山市立花４－５－１１ 089-946-0581

愛媛家政婦紹介所 愛媛県松山市和泉南１－１１－３５ 089-958-3723

有限会社東予ケア・サービス 愛媛県新居浜市垣生１－６－２５ 0897-45-3931

西条民営職業紹介所 愛媛県西条市古川甲２６５－１ 0897-56-3146

南予家政婦紹介所 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９８８ 0895-72-5840

有限会社八幡浜看護婦家政婦紹介所 愛媛県八幡浜市大平１－７８２－２０ 0894-24-3693

有限会社高知県満和介護家事紹介所 高知県高知市愛宕町１－９－２ 088-823-4678

有限会社スタッフ紹介高知 高知県高知市丸の内１－５－１１ 088-873-3061

株式会社ケンジン 高知県高知市本宮町１０５－１８ソフトウェア団地内 088-850-0566 ○ http://www.kenjin.ne.jp/

有限会社若葉家政婦紹介所 高知県高知市本町4丁目2番23号谷内ビル2階 088-823-4584

岡村家政婦紹介所 高知県中村市丸の内２３６３－２３ 0880-34-5596

有限会社達磨調理士紹介所 福岡県うきは市吉井町福益３７９－１１ 0943-74-8102

有限会社久留米家政婦紹介所 福岡県久留米市国分町３０５－４ 0942-21-2239

久留米マネキン紹介所 福岡県久留米市通町１０９－２１柳原ビル２Ｆ 0942-32-3587

大和看護婦家政婦紹介所 福岡県久留米市梅満町１０４８－１２ 0942-34-7149

有限会社サイセイ・ケア・サービス 福岡県久留米市螢川町６６－５ 0942-32-4751

有限会社かんだ介護サービス 福岡県京都郡苅田町京町１－１７－１９ 093-436-1594

株式会社　アイズメイト 福岡県小郡市三国が丘４－７１ 0942-80-0007

若葉看護婦家政婦紹介所 福岡県大牟田市三里町１－１６－１８ 0944-53-4844

有限会社大牟田マネキン紹介所 福岡県大牟田市新栄町１７－８恵比須ビル３Ｆ 0944-51-1430

株式会社銀水会 福岡県大牟田市大字田隈１５７－３ 0944-53-5723

大牟田藤木調理士紹介所 福岡県大牟田市大正町３－４－５ 0944-55-6683

日の出看護婦家政婦紹介所 福岡県大牟田市日出町３－５－１０ 0944-52-2889

有限会社おんがケア・サポート 福岡県中間市中尾３－９－３０ 093-245-0827

筑豊配ぜん人紹介所 福岡県田川市中央町３１８４－６ 0947-46-1038

八女家政婦紹介所 福岡県八女市大字吉田３１９－５ 0943-22-5108

コーア家政婦紹介所 福岡県福岡市早良区西新１－１１－３０星ビル２０２ 092-831-5931

株式会社ドクター・エージェント 福岡県福岡市中央区荒戸１－１－３大濠ＪＯＹビル５Ｆ 092-726-4123
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有限会社アンズファッションモデル紹介所 福岡県福岡市中央区荒戸２－４－１４サクチュアリービル４Ｆ 092-711-8200 http://www.anzu-models.com/

有限会社佐藤調理士紹介所 福岡県福岡市中央区春吉１－５－１ 092-771-2721 http://www.sato-chourishi.com/

有限会社新さく花配ぜん人紹介所 福岡県福岡市中央区春吉３－２３－２７ 092-751-3987

有限会社福岡マネキン紹介所 福岡県福岡市中央区大名１－１２－３６－５０３ 092-712-2808 http://www.manekinsan.fukuoka.jp/

オフィスワークナックス有限会社 福岡県福岡市中央区大名１－３－３５アーバンビラ大名２０５ 092-771-8655

株式会社医師転職支援センター 福岡県福岡市中央区大名2-10-1-1003 092-717-1080 http://www.ishi-tensyoku.jp/

有限会社スタッフステーション 福岡県福岡市中央区大名２－１０－３１－５０５ 092-791-8420

株式会社九州アーネストデュオ 福岡県福岡市中央区大名２－１０－４シャンボール大名Ｄ－１４０１ 092-726-5506 ○

株式会社博和マネキン 福岡県福岡市中央区大名２－２－５８藤和サンコープ大名５０４ 092-761-2224

有限会社ハローはかた 福岡県福岡市中央区大名２－４－３８チサンマンション天神Ⅲ１１１２ 092-731-0240

株式会社ジェイティービービジネスサポート九州　職業紹介課 福岡県福岡市中央区長浜１－１－３５新ＫＢＣビル６Ｆ 092-715-9000

総合メディカル株式会社　 福岡県福岡市中央区天神2-14-8福岡天神センタービル16階 092-713-7891 ○

有限会社石丸 福岡県福岡市中央区天神２－３－１０天神パインクレスト２０９ 092-781-0451 ○

株式会社レイ・ワールド 福岡県福岡市中央区天神２－３－１０天神パインクレスト４２４ 092-714-3386

株式会社アソウ・ヒューマニーセンター本社　経営管理部 福岡県福岡市中央区天神２－８－４１福岡朝日会館１２階 092-733-8327

株式会社まいづる　まいづる看護師家政婦紹介所 福岡県福岡市中央区舞鶴１－６－１ラフォーレ舞鶴３０１号 092-737-1208

有限会社家事・介護ステーション高畑 福岡県福岡市中央区薬院２－５－３０－３００ 092-751-7814

オーテックコンサルタント株式会社　福岡本店 福岡県福岡市中央区六本松４－１１－２５クロッシング2100六本松3Ｆ-B 092-717-8800

株式会社シー・アール・シー・サービス 福岡県福岡市東区松島3-29-16 092-623-2187

有限会社福博家政婦紹介所 福岡県福岡市南区塩原３－１９－２９ 092-541-7753

有限会社ミズキマネキン 福岡県福岡市南区大橋２－２７－４ロマネスク大橋第３－７０１ 092-542-5271

有限会社平和ナースアンドケア 福岡県福岡市博多区住吉４－２８－１６パールビル２０６ 092-431-0520

株式会社イデックスヒューマンクリエイト　コーディネイト部 福岡県福岡市博多区上呉服町１－１０新出光ビル１Ｆ 092-291-5055

株式会社ビジネス・フクハイサービス 福岡県福岡市博多区上川端町１１－１新川端グレースマンション５０１ 092-291-5823

株式会社タックエンタープライズ 福岡県福岡市博多区上川端町５－１１２ 092-272-2488

有限会社千代ヘルスケアサービス 福岡県福岡市博多区千代４－２９－１３ 092-651-1405

株式会社ジョブ・システム 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１２－１５BMBインターシティ４F 092-483-2301

有限会社ワークプラン 福岡県福岡市博多区博多駅前２－１９－１７  トーカン博多第五キャスティール６０７号 092-414-5538

筑紫配ぜん人紹介所 福岡県福岡市博多区博多駅前４－２４－３ 092-471-6828

株式会社西日本キャロット 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－２７第２岡部ビル2F 092-472-0016 http://www.carrot-group.co.jp/
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株式会社ハロー紹介所 福岡県福岡市博多区博多駅東３－５－８サンエイビル１階 092-474-1422

有限会社アイ・マネキン 福岡県福岡市博多区比恵町１－４ 092-414-3811

白百合看護婦家政婦紹介所 福岡県北九州市小倉南区湯川４－１０－１２ 093-921-5550

有限会社ハナキチトレーディング 福岡県北九州市小倉南区徳力２－１６－９ 093-965-1305

有限会社小倉介護家事センター 福岡県北九州市小倉南区北方1-15-21ビラプリンス7　1階 093-967-7621 ○

マイティプロパーマネキン紹介所 福岡県北九州市小倉北区室町２－４－１１ 093-571-2781 ○

有限会社アテンドサービス勝山 福岡県北九州市小倉北区昭和町８－１６ 093-921-1279

株式会社ダイナリィ 福岡県北九州市小倉北区中島１－１７－１３ダイナリィコアビル１階 093-552-5551

株式会社さわやかケアサービス 福岡県北九州市八幡西区永犬丸３－１０－１７ 093-245-0058

有限会社ファイブシップ 福岡県北九州市八幡西区熊西１－８－３０サンライフ黒崎４１１ 093-641-2818

セイコーメディカルブレーン株式会社 福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎２－１－６ 093-602-4191

株式会社キャリアライフ 福岡県北九州市八幡西区築地町４－３ 093-644-0523 http://www.career-life.co.jp/

北九州八幡調理士紹介所 福岡県北九州市八幡東区中央３－３－１ 093-671-4921

株式会社かほるケアサービス 佐賀県佐賀市西田代２－４－１２ 0952-23-5563

株式会社翔栄サービス 佐賀県佐賀市西与賀町大字厘外７３７－２ 0952-25-3835 http://www.syoei-s.co.jp/

株式会社キャリアサプライ 佐賀県佐賀市天神２－２－２８ 0952-27-7220

有限会社旭ケア・ステーション 佐賀県佐賀市与賀町５－２６ 0952-23-7135

有限会社介護家事サービス上峰 佐賀県三養基郡上峰町大字堤1868-1 0952-51-1255

有限会社介護家事サービス武雄 佐賀県武雄市武雄町大字武雄133-1 0954-23-2095

株式会社アスティ 長崎県佐世保市横尾町１８１８ 0956-23-7231 http://www.asty-if.jp

有限会社トップマネキン紹介所 長崎県佐世保市宮崎町３－８吉岡ビル２Ｆ 0956-25-2061

有限会社長崎マネキン紹介所 長崎県長崎市住吉町１４－５花住ビル２Ｆ 0958-45-1138

八千代看護婦家政婦紹介所 長崎県長崎市東小島町１２－６ 095-822-1456

株式会社モナミ 長崎県長崎市万屋町５－３８ 095-827-2215

株式会社　アシストプラス 熊本県熊本市中央区安政町2-27 096-245-6125

有限会社南九州マネキン紹介所 熊本県熊本市中央区京町１－１４－８スカイハイツ熊本１１０５ 096-355-5482 ○ nankyu-staff.com

有限会社熊本配ぜん人紹介所 熊本県熊本市中央区国府１－１４－１５ 096-211-6277

新屋敷家政婦紹介所 熊本県熊本市中央区新屋敷３－５－８ 096-372-2277 http://www.sinyasiki.com/

有限会社五福家政婦紹介所 熊本県熊本市中央区西阿弥陀寺町５ 096-352-7074

味噌天神家政婦紹介所 熊本県熊本市中央区白山３－４－２ 096-366-3935
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有限会社みゆきサポート 熊本県熊本市中央区練兵町２８ハイムサンシャインＡ－７０１ 096-322-6694 ○

特定非営利活動法人おーさぁ 熊本県熊本市東区栄町2-15県営健軍団地1階 096-214-0003 http://www.kengun.net/osa/panfu

岡マネキン紹介所 熊本県熊本市東区花立３－１５－２５吉美ビル２Ｆ 096-367-4197

日佑家政婦紹介所 熊本県熊本市北区龍田8丁目　９-３７ 096-338-9131

有限会社あいだ介護センター 熊本県人吉市西間上町８４２－１ 0966-22-2888

ホームスタッフ珠波 熊本県水俣市天神町１－５－２２ 0966-62-2323

有限会社八代マネキン紹介所 熊本県八代市萩原町１－８－３８ 0965-35-6868

城南家政婦紹介所 熊本県八代市緑町７－９ 0965-32-3454

佐伯看護師家政婦（夫）紹介所 大分県佐伯市東町４－１　２Ｆ 0972-23-3040

有限会社大分トキワ看護婦家政婦紹介所 大分県大分市金池町２－７－３金池マンション２０１ 097-532-2220 ○

有限会社大分看護婦家政婦紹介所 大分県大分市大道町２－９－２８ 097-573-5181 http://oita-kaseifu.com/

株式会社ウィーズ丸和 大分県大分市都町３－５－３丸和ビル３Ｆ 0975-34-7374

有限会社共立ケア・サポート 大分県中津市大字牛神４０７－１共立不動産ビル１Ｆ 0979-22-2199 ○

有限会社光岡看護婦家政婦紹介所 大分県日田市吹上町８－２７ 0973-23-5703

日田若葉看護婦家政婦紹介所 大分県日田市田島本町２番１１号 0973-22-1286

共立家政婦紹介所 大分県別府市富士見町１１－１０ 0977-25-3248

有限会社アルファー太平 大分県別府市餅ヶ浜町１０－３４サンライズ若草１０５ 0977-21-1602 ○

有限会社平和介護サービス 宮崎県延岡市旭町１－５－３ 0982-33-6251

株式会社宮崎派遣センター 宮崎県宮崎市橘通東１－１２－１ 0985-20-4649

有限会社ケアサービス田之上 宮崎県宮崎市船塚２－１８２－１デナリビル１０２号 0985-24-1411 ○

有限会社ノーベル 宮崎県宮崎市太田４－５－３４ 0985-63-5019

有限会社ケアセンター高野 宮崎県宮崎市大橋２－２６ 0985-28-6550

有限会社豊栄人材センター 宮崎県都城市安久町４９６６－１ 0986-25-5771

原山家政婦紹介所 鹿児島県伊佐市大口太田８５４ 0995-22-2756

鹿屋家政婦紹介所 鹿児島県鹿屋市祓川町５２０４－２ 0994-42-4521

株式会社メディカルスタッフセンター 鹿児島県鹿児島市下荒田１－４１－１２真砂ビル２０３ 099-285-6216 http://www.mscjp.com/

有限会社シナジーワーク鹿児島 鹿児島県鹿児島市加治屋町３－２－１０１ 099-226-8521

株式会社鹿児島家政婦配ぜん人紹介所 鹿児島県鹿児島市鴨池１－２４－１４ 099-254-6370

株式会社中央介護センター 鹿児島県鹿児島市荒田２－４－２７ 099-251-6232

南九州調理士紹介所 鹿児島県鹿児島市小川町１０－１９池田ビル１階 099-224-4311
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株式会社ビジネスウィズ 鹿児島県鹿児島市新屋敷町１６－４０１県公社ビル４１５ 099-219-1691

株式会社医療人材センター 鹿児島県鹿児島市新屋敷町１６番４０１号県公社ビルＣ－４１３号室 099-225-5501

有限会社介護家事サービス中野 鹿児島県鹿児島市新照院町５－２ 099-222-6214

真砂家政婦紹介所 鹿児島県鹿児島市真砂町６８－５ 099-252-2294

株式会社まつした人材サービス 鹿児島県鹿児島市西田1-6-23 099-254-1752

鹿児島調理士紹介所 鹿児島県霧島市国分中央3-23-20八坂亭 099-224-9953

隼人家政婦配ぜん人紹介所 鹿児島県霧島市隼人町真孝２５４０－２３ 0995-42-3552

金城家政婦紹介所 沖縄県沖縄市知花２－１０－５ 098-937-3312

株式会社ジョブ・プレンティー 沖縄県宜野湾市新城２－３９－３ハイツシティー西北１０１ 098-892-6538 ○

有限会社ファミリー看護婦家政婦紹介所 沖縄県島尻郡与那原町字与那原３５８５ 098-946-1224

株式会社人材派遣センターオキナワ 沖縄県那覇市久茂地１－７－１琉球リース総合ビル９Ｆ 098-863-3737

株式会社アクシア沖縄 沖縄県那覇市国場１１７５－４ 098-996-2541 ○ http://www.axo.co.jp/ 

人財パワー株式会社 沖縄県那覇市字壷川１－４－１５ 098-854-3172 http://www.j-power.co.jp/

有限会社田代シルバーケアサービス 沖縄県那覇市首里山川町２－７－５　　　２Ｆ 098-887-4440

有限会社沖縄配ぜん人紹介所 沖縄県那覇市松川２７６番地 098-855-2876

有限会社当銘看護婦家政婦紹介所 沖縄県那覇市壷屋２－１－３０ 098-832-4447

高良看護婦家政婦紹介所 沖縄県名護市字茂佐９１５－１０ 0980-53-6721


