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1 株式会社青山製作所 三重県 石垣将一
0594
22-5531

技術系の人材の人選について、得意としています。
弊社は本社工場にて工作機械の加工を行い、NC機を中心とした修理・改造業務に従事しながら、人材
の派遣・紹介部門を持っている会社だからです。弊社にも技術者がいることからスキルレベルを適正に
見ることができ、ミスマッチのない人材を紹介できます。

2 アクティベイト株式会社 東京都
三宅孝治

田辺
03
6450-1364

経営幹部・管理職・スペシャリストなどの専門性や高度なマネージメント人材をメインにしたサーチ型・成
功報酬型の人材紹介会社です。設立以来今回のプロ人材戦略と同様な地方への戦略的人材の紹介実
績を多数有しております。当社の幹部エージェントはほぼ全員経営者としての経験を持ち、ビジネス経験
２５年以上であり、他社との差別化を図っております。この経験により大企業経営層人材にも対応してレ
ベルの高い面談を実施しており、マッチングの精度を上げております。対応分野はメーカーから小売り
サービス・ＩＴまでほぼすべての領域をカバーしております。

3 株式会社アクロスタッフ 東京都 直江顕治
03
4530-0021

業界経験20年以上で構成されたキャリアコンサルタントが満足できるマッチングを提供いたします。
ミドルクラス、マネジメントクラスのほか、専門職、若手人材など、多様化するニーズに合わせて人材の
採用を支援いたします。

4 アデコ株式会社 東京都 原　功一
059
350-8050

人材業界のグローバルリーダーとして、60を超える国と地域に5,100以上の拠点を構え、売上高世界第1
位を誇るアデコグループの日本法人。国内では北海道から沖縄までカバーする営業拠点網を構築。人
財紹介サービスとしては、求人営業とキャリアカウンセリングを両方担当する「360度型」のコンサルティ
ング方式を採用。ミドル～ハイクラス層人財をターゲットとし、求職者の職種に応じて業界専門コンサルタ
ントを配置している。

5
株式会社アーリー・バード・
エージェント

三重県 西口洋平
0596
63-8864

津の三重大学内に本社を置き、四日市、津、伊勢の3拠点で三重県全域をカバーしています。これまで
の実績においては、県外からのU・Iターンが51％、残り49％が県内転職という状況です。年代別では30
代が最も多く、次いで40代、即戦力となる技術者や専門職、管理職、経営幹部など重要なポストでのマッ
チングを得意としています。ご希望いただいた場合、お預かりした案件は匿名求人として当社運営の転
職サイト「リージョナルキャリア三重（ http://rs-mie.net/）」に無料で掲載いたします。県内経営者有志、
百五銀行と連携してグロービスなどMBA（経営学修士）修了者を対象とした「みえ経営者インターンシッ
プ」事業もコーディネートしています。

6 株式会社MS－Japan 東京都 後藤大輝
052
551-1125

管理部門（経理・財務・人事・総務・法務・経営企画等）、スペシャリスト（公認会計士・税理士・弁護士・金
融専門職等）に特化し、各種専門学校・大手監査法人・会計事務所・法律事務所・ベンチャーキャピタル
とのネットワークにより、上場企業・国内優良企業・外資系企業または会計事務所・監査法人・法律事務
所にいたるまでの幅広く高度なニーズに応えられるスペシャリストの人材紹介サービス。

7 株式会社エリモス 千葉県 中村俊介
059
332-8210

(株)エリモスは、グループ会社である京設工業(株)から派遣事業分野を分離独立し、技術者人材派遣、
職業紹介及び請負業務を中心に歩んでまいりました。グループ会社全体で設計製作やソフト開発業務
に関し高い技術力のバックボーンがございます。機械設計（構想設計・機構設計）、電気設計（デジタル・
アナログ回線設計・シーケンス設計）、CAD・PCオペレーター、SE、プログラマー、OA機器操作、ソフト
ウェア開発に特化した業務の技術者育成を社内で行い、多種多様で柔軟な人材サービスのご提供が可
能です。

8 株式会社キャリアビジョン 東京都
富岡歩 06

6448-1338

創業18年と人材業界では比較的歴史が長く、専門の業界に特化した20～30年の経験を有するコンサル
タントが多数在籍しています。豊富な経験とネットワークで最適な人材をご紹介させていただきます。
30～50代のミドル層からハイクラス層の人材を中心とした転職支援に特化した転職支援を行っており、
国内外の企業と取引があります。
関西支社はヘルスケア、メディカル、メーカーに強みを持ち、全社では金融以外の業界を全般的にカ
バーしています

9 株式会社サーキュレーション 東京都 山本有里
052
212-5237

当社は、様々な領域のプロフェッショナルな人材を10,000名登録頂いており、マネージメント層、スペシャ
リスト層を独自のデータベースで保有しております。登録人材は30〜40代で全体の40％、50〜60代で
60％程度の割合となっておりその中でも、製造業の登録者、クライアント様の比率が高くなっておりま
す。現場の生産改善やIT（システム開発）、上流の経営課題解決や事業承継などの実績が豊富です。
上記専門家を月1日〜常勤までテーマに合わせて期間限定で活用することも出来ます。また、初回訪問
から最短1周間程度で面談設定することが可能でございます。

10
株式会社ジェイエイシー
リクルートメント

東京都 平山博之
052
857－5221

・海外関連の人材紹介の実績が豊富であり、アジア中心にJACグループ10か国と連携し、紹介が可能
・製造業、消費財・サービス、管理系職種専任、社内SE、エグゼクティブなどの領域に特化したコンサル
タントが御社を担当するため、専門性の高い人材の紹介、精度の高いマッチングが可能
・全国の優秀人材を三重県に誘致することができる（転職支援実績の約60％程度は他都道府県からの
誘致）
・40～50代の管理職、役員層の紹介に強みがあり、支援実績の50％以上は40代以上で構成されている
・既に他都道府県の「プロフェッショナル人材戦略拠点」を通じて、求人決定の実績も複数あり

11 株式会社人財バンク 三重県 伊藤亮
059
325-7441

当社は、地域企業の人材確保・定着を目指し、有料職業紹介事業を中心に新卒採用支援、人材育成事
業などの人材サービスを行っております。また、当社グループ企業であるＮＰＯ法人人材育成センターと
連携し、求職者と県内企業とを結びつけるマッチング事業の実績もございます。当社の強みは、様々な
就労支援事業を通じて培ってきた、きめ細かなキャリアカウンセリングをベースにした企業への提案力で
す。

12 株式会社ソシオ 愛知県 仲地崇
052
241-8782

外国人のエンジニア、貿易事務、通訳を、有料職業紹介にて紹介しています。基本的には正社員希望の
高度人材をマッチングさせています。特に地方の中堅・中小企業では理系人材確保に苦戦しているケー
スが多く、そこに弊社登録者をマッチングさせ、企業の持続的成長に貢献しています。紹介している人材
は、ベトナム、フィリピン、スリランカ、インドネシア等の若手人材です。機械設計・電機設計・建築設計か
らITソフトウェア開発人材など、大卒・専門卒の方を対象に、中途・新卒などのご要望にもお応えします。
外国人材は、将来的な海外事業展開、拠点設立構想などのパイプともなり、やる気のある若手人材の
登用は社内活性化の一助にもなります。

13
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 吉永貴輝
052
581-6771

①の再就職支援事業部からの無料紹介と、②の有料人材紹介事業部からの人材、両方のご紹介するこ
とが可能です。若手からミドル・シニア層の経験豊富な人材を求人企業様のご要望に沿った人選をして
ご紹介しております。
大手・中堅出身の活躍できる人材をご紹介させていただきます
拠点は名古屋、豊田となりますが、通勤可能な方も多く、三重県内での就業が可能です。大手・中堅出
身の活躍できる人材をご紹介させていただきます。
①弊社と法人契約している再就職支援サービス受託契約企業出身人材は「無料」でご紹介出来ます。
②個人の求職者を弊社に登録誘致し、紹介斡旋させていただく人材は「有料」でご紹介しております。
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14 株式会社日本雇用創出機構 東京都 松井麻依子
06
7636-6290

弊社株主企業・賛助会員企業（大手企業79社）の役職定年者、雇用延長者の出向人材、転籍人材の紹
介を実施します。パソナグループ全体で、人材紹介事業を実施する事業会社(※)とアライアンスを組んで
おり、日本雇用創出機構だけでなく、以下の事業会社の登録人材についても、紹介を実施します。(※）
パソナ　パソナキャリアカンパニー、日本雇用創出機構、パソナフォーチュン

15 株式会社日本人材機構 東京都 木村学
03
6214‐3772

株式会社日本人材機構は地方創生を目的として政府主導で設立された地方企業の皆様の今後のご発
展に必要となる経営幹部・候補人材をご紹介する会社です。優秀な人材を獲得する熱意を有した企業様
に対し、経営幹部をご紹介することで新しい付加価値を生み出し、賃金上昇や雇用拡大を通じた地域経
済の好循環の実現を目指します。

16
株式会社 パソナ
パソナキャリアカンパニー

東京都 小嶌健二
059
354-5750

人材紹介事業と再就職支援事業の双方から人材提供を行えるため、幅広い年齢・経験の方を紹介でき
ます。また、全都道府県に拠点があり、広く候補者を募ることが可能です。
また、パソナグループ全体で人材紹介事業を実施する事業会社（※１）とアライアンスを組んでおり、パソ
ナキャリアカンパニーだけでなく、以下の事業会社の登録人材についてもご紹介を実施いたします。
※１）株式会社パソナ　パソナキャリアカンパニー、株式会社パソナフォーチュン、株式会社日本雇用創
出機構

17 株式会社パソナフォーチュン 東京都 永安雅美
03
6832-4100

経営層、役員、事業部長、部長職、課長職などミドルからエグゼクティブ層の求人案件を中心に対応して
おります。依頼された求人をベースに候補者を探す　サーチ型の紹介事業である点が特徴。

18
パーソルキャリア株式会社
（旧㈱インテリジェンス）

東京都
伊藤鑑
梅谷渉

052
565-6797

当社では人材紹介サービス、求人情報サービス、転職フェア、ダイレクトソーシング等要望に即して様々
な手法を用いた提案が可能です。全国10都市に拠点展開、登録者総数は若手からミドルシニア顧問人
材まで300万人を超える規模であり、毎月約7000人の転職希望者とのカウンセリングを実施。メーカー、
サービス、IT通信、小売外食、商社流通業界の営業系、企画/事務系、IT通信技術系、電気・機械技術
系職種に強みあり。・30～50代のミドルクラス、管理職層にはエグゼクティブ専任の経験豊富なコンサル
タントが従事・50～60代の元上場企業役員や事業部長クラスの高度経営人材は5,500名以上（海外進出
/マーケティング/人事領域等の専門性）

19 Man to Man株式会社 愛知県 宮崎貴之
090
2264-5433

あらゆる求人求職ニーズにお応えする人材紹介サービスは、企業と求職者の早期理解、信頼関係の早
期構築が重要となります。ご紹介した方が企業で活躍されてはじめて評価をいただくものであり、相互理
解による人材のマッチングには徹底してこだわっております。あらゆる業界の人材紹介サービスに携
わっておりますが、現在は自動車関連企業への人材紹介を中心に年間2,000名以上の紹介実績を有し、
70％以上の成約率でご評価をいただいております。得意な職種は、営業関連、事務関連、生産・製造・
品質関連、流通・サービス関連。

20 マンパワーグループ株式会社 神奈川県 瀬戸裕太 052-533-2729

●IT・コンサル、製造、金融、サービスの各業界で職務経験を持った人材紹介コンサルタントが在籍して
おり、幅広い領域にて人材紹介を実施、年間約10,000名の新規求職者からの登録があり、登録人材も
人事・総務・、財務・経理、法務、マーケティング、営業、IT・製造エンジニア等幅広い人材を登録。
●再就職支援サービスでは、徹底した研修カリキュラムを組み、高い専門性と共に組織人・社会人として
豊かな経験とノウハウ持った即戦力となる人材を、コスト負担なく採用することができます。

21 ランスタッド株式会社 東京都 佐藤武仁
059
350-0201

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

22 株式会社リクルートキャリア 東京都 村瀬誠
052
269-5586

◆業界トップクラスの実績：取引社数　約1万7000社、登録者数　約34万名、・転職決定者数　約3万名
◆リクルートグループの総合力
・リクルートキャリアでは中途採用における人材紹介のほか、求人広告（リクナビＮＥＸＴ）や新卒採用（リ
クナビ、新卒斡旋）などの商品・サービスもラインナップとして持つほか、グループ会社にてエグゼクティ
ブの採用支援、グローバルの採用支援なども手掛けている。

23
株式会社リクルートキャリア
コンサルティング

東京都 奥村小百合
059
350-3711

再就職支援会社として、再就職支援サービス利用企業出身のミドル・シニア層を中心に、経験豊富な人
材を「無料」で求人企業にご紹介しております。三重県内では大手・中堅出身ののオペレーター・エンジ
ニア・管理職や事務など、短期間で育成することが難しいビジネス経験、技術力、マネジメント力をもった
人材をコスト負担なく採用することができます。

24 リス株式会社 東京都 松田貴史
052
961-0657

創業38年の実績を持つ「リス株式会社」です。弊社独自の強みとしては、登録者数80万人の求人サイト
『しごとナビ』を人材集客ツールとして保有していることです。⇒http://www.shigotonavi.co.jp/
全国7拠点で展開しており、東海3県はもちろん、三重県へのUターン・Iターン希望の人材も多数登録して
おります。食品、通訳・翻訳関係、web・IT系、管理部門系の領域が得意です。また、企業様と求職者様
を同じ社員が担当する「一気通貫型」で対応致します。各種助成金を絡めた人材のご紹介や、「長く活躍
できる人材」をご紹介させて頂きます。※派遣や顧問という形での紹介も可能。

25 リブライト株式会社 宮城県 松原一哉
022-721-
2378

地方都市における転職サポートに特化しております。お客様の経営課題を理解し、質の高いキャリアカ
ウンセリングとマッチングで、付加価値の高いサービスを提供します。
取り扱い職種は、メーカー等製造系の間接部門（人事・総務・経理・購買職）や製造・生産現場（生産技
術・保守・メンテ職）など。また若手からベテランまで、営業職も多く取り扱っております。
新しい選択をした方の新たな輝き（Re bright）を引き出し、正しく生きる（live right）ことで、「三方よし」の
理想を追求していく…社会から必要とされ愛される、日本流スモールジャイアンツを目標とする企業で
す。URL：http://www.rebright.co.jp/

26 株式会社ワークポート
東京都

愛知県名
古屋市

藤巻友伸
03
6417-0076

様々な業界に強みを持つ、総合型の人材紹介エージェントです。一番の強 みは、求職者の集客力。
各種自社メディアでの集客や独自のスカウト体制による求職者へアプローチを行い、「数」と「スピード」で
企業様の採用支援をいたします。その中でも得意な業種は「IT業界」「製造業界」「飲食販売サービス業
界」。職種は「エンジニア」「クリエイター」「生産管理／技術」「品質保証」「営業」「販売、接客」が登録者と
して多く抱えています。また他社では真似できないスカウトによる集客の仕組みが整っている為、ピンポ
イントのオーダーへも対応が可能。ニッチな職種にもアプローチが可能です。

三重県プロフェッショナル人材戦略拠点 

〒514-0004三重県津市栄町1丁目891（三重県合同ビル5Ｆ） 

TEL：059-253-3888 E-mail：projinzai@miesc.or.jp 

Web：http://www.miesc.or.jp/projinzai/ 


