都道府県

01北海道

02青森

03岩手

04宮城

05秋田

06山形

法人名

事業所名

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

キャリアバンク株式会社

キャリアバンク株式会社

01-ユ-010037

株式会社グロースアソシエーション

株式会社グロースアソシエーション

01-ユ-300312

株式会社しろいし看護師家政婦紹介所

株式会社しろいし看護師家政婦紹介所

01-ユ-230002

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

札幌支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

札幌オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

札幌支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

札幌支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

札幌第二支社

27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー札幌

株式会社ナイチンゲール

株式会社ナイチンゲール

株式会社

株式会社

ニッソーネット

職業紹介許可番号
札幌事業所

13-ユ-190019

43-ユ-010011
札幌支店

ニッソーネット

13-ユ-070303

札幌支社

27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

札幌支社

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

札幌支社

釧路出張所

13-ユ-080558

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

札幌支社

苫小牧出張所

13-ユ-080558

株式会社パソナ

パソナ・札幌

13-ユ-010444

株式会社ファーストコネクト

株式会社ファーストコネクト

01-ユ-300369

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

札幌オフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

01-ユ-010052

メディウェル

13-ユ-080558

北海道支社

メディウェル

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルジョブセンター

株式会社メディカルジョブセンター

01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

13-ユ-010743

株式会社リック

株式会社リック

01-ユ-300421

有限会社ケアアシスト

有限会社ケアアシスト

01-ユ-010024

株式会社アソシオ

株式会社アソシオ

02-ユ-300032

マンパワーグループ株式会社

青森サービスオフィス

13-ユ-313561

有限会社ケアサービス弘前

有限会社ケアサービス弘前看護婦家政婦紹介所

02-ユ-030001

株式会社

株式会社

03-ユ-300020

コスミック

北海道支社

札幌支店

コスミック

13-ユ-040295

すぷらうと株式会社

すぷらうと株式会社

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

マンパワーグループ株式会社

盛岡オフィス

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

仙台支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

仙台オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

仙台支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー仙台

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 宮城支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

仙台オフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

メディウェル

メディウェル

03-ユ-300047
盛岡支店

13-ユ-313561
仙台事業所

仙台支社

13-ユ-190019

27-ユ-301770
43-ユ-010011

仙台支社

仙台事務所

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

メディカルパーク山口

メディカルパーク山口

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

有限会社

有限会社

はさま看護婦・家政婦紹介所

14-ユ-300992

13-ユ-080558

01-ユ-010052
東北支社

13-ユ-040295
04-ユ-300197

東北支店

13-ユ-010743

はさま看護婦・家政婦紹介所

04-ユ-070001

マンパワーグループ株式会社

秋田オフィス

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

マンパワーグループ株式会社

山形オフィス

13-ユ-313561

有限会社

有限会社

06-ユ-050001

ケアワーク新庄

13-ユ-313561
山形支店

ケアワーク新庄

14-ユ-300992

都道府県

07福島

08茨城

09栃木

10群馬

11埼玉

12千葉

法人名

事業所名

職業紹介許可番号

アシュランス株式会社

アシュランス株式会社

07-ユ-300245

エム・ティ・ケイ株式会社

エム・ティ・ケイ株式会社

07-ユ-300174

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

ニューワーク情報サービス有限会社

ニューワーク情報サービス有限会社

07-ユ-060002

株式会社ビズネット

株式会社ビズネット

07-ユ-300041

マンパワーグループ株式会社

郡山オフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

ニッソーネット

ニッソーネット

仙台支社

福島出張所

水戸支社

13-ユ-080558

27-ユ-020166

株式会社パソナ

パソナ・つくば

13-ユ-010444

マンパワーグループ株式会社

つくばオフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

水戸サービスオフィス

13-ユ-313561

株式会社ワークランドケアメディカル

株式会社ワークランドケアメディカル

08-ユ-300328

有限会社日立看護師家政婦紹介所

有限会社日立看護師家政婦紹介所

08-ユ-020007

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

14-ユ-300992

株式会社

株式会社

ニッソーネット

宇都宮支店

ニッソーネット

宇都宮支社

27-ユ-020166

マンパワーグループ株式会社

宇都宮オフィス

13-ユ-313561

株式会社クローバー

株式会社クローバー

10-ユ-300275

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

高崎支社

27-ユ-301770

株式会社

株式会社

高崎支社

27-ユ-020166

ニッソーネット

ニッソーネット

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 群馬支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

高崎オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社HAP

株式会社HAP

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

喜多恒介

株式会社キタイエ

11-ユ-300542

株式会社セカンド

株式会社セカンド

11-ユ-300514

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

大宮支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

埼玉オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

さいたま支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

大宮支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

大宮第二支社

27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワーさいたま

株式会社

株式会社

ニッソーネット

上信越支社

13-ユ-080558

13-ユ-040295
11-ユ-300643

大宮事業所

13-ユ-190019

43-ユ-010011

ニッソーネット

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社

紹介事業部

日本白十字社

高崎支社

さいたま支社
さいたま支社

セントラルメディウェブ

27-ユ-020166
13-ユ-080558
11-ユ-300425

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー北関東支店

27-ユ-300336

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 埼玉支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

大宮オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

川越オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

合同会社ドクターズプロ

合同会社ドクターズプロ

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社グッドパワー

株式会社グッドパワー

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー千葉

株式会社

株式会社

ニッソーネット

北関東支社

大宮支店

13-ユ-040295
13-ユ-010743
11-ユ-300864

千葉事業所

13-ユ-190019
12-ユ-300119

千葉支店

ニッソーネット

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 千葉支社

船橋支社

14-ユ-300992
27-ユ-301770
43-ユ-010011

千葉支社
船橋支社

27-ユ-020166
13-ユ-080558
13-ユ-080554

12千葉
都道府県

13東京

法人名

事業所名

職業紹介許可番号

マンパワーグループ株式会社

千葉オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

幕張オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

柏オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

一般社団法人町田市介護サービスネットワーク

町田市介護人材バンク

13-ユ-308219

株式会社ＣＭＥコンサルティング

株式会社ＣＭＥコンサルティング

13-ユ-305280

株式会社DDO

株式会社DDO

13-ユ-303896

株式会社Ｆ２Ｆ

株式会社Ｆ２Ｆ品川オフイス

13-ユ-307049

ＧＡライフケア株式会社

ＧＡライフケア株式会社

13-ユ-302895

MRT株式会社

MRT株式会社

13-ユ-010403

株式会社

株式会社

13-ユ-304051

Priceless One

東関東支社

船橋支店

Priceless One

13-ユ-040295
13-ユ-010743

株式会社SEプラス

株式会社SEプラス

13-ユ-080408

Ｓｉｍｐｌｅ株式会社

Ｓｉｍｐｌｅ株式会社

13-ユ-311091

株式会社アクセスネクステージ

株式会社アクセスネクステージ

13-ユ-304284

アスメディックス株式会社

求人ER 新宿オフィス

13-ユ-304183

株式会社アセアン関東

株式会社アセアン関東

13-ユ-310816

アデコ株式会社

アデコ株式会社

13-ユ-010386

アポプラスキャリア株式会社

アポプラスキャリア株式会社

13-ユ-312454

株式会社あんだんて

株式会社あんだんて 恵比寿営業所

14-ユ-300294

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

13-ユ-190019

株式会社エム・ディー・マネジメント

株式会社エム・ディー・マネジメント

13-ユ-301667

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ

13-ユ-010928

エムスリーキャリア株式会社

エムスリーキャリア株式会社

13-ユ-304437

株式会社カスタマ

株式会社」カスタマ

13-ユ-301305

株式会社クイック

株式会社クイック

人材紹介事業本部

東京本社

27-ユ-020100

株式会社クイック

株式会社クイック

人材紹介事業本部

東京オフィス

27-ユ-020100

株式会社ジャックコンサルタント

株式会社ジャックコンサルタント

13-ユ-305865

株式会社ジャパン・メディカル・ブランチ

株式会社ジャパン・メディカル・ブランチ

13-ユ-130023

株式会社寿五郎

株式会社寿五郎

13-ユ-307660

株式会社ゼフィロス

株式会社ゼフィロス

13-ユ-307597

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

セントワークス株式会社

セントワークス株式会社

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

株式会社創翔アソシエイツ

株式会社創翔アソシエイツ

13-ユ-306919

株式会社田中学園

株式会社田中学園

13-ユ-303923

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

ディップ株式会社

本社

13-ユ-303788

東邦ホールディングス株式会社

東邦ホールディングス株式会社

13-ユ-309765

株式会社ドクターズナビゲーター

株式会社ドクターズナビゲーター

13-ユ-305642

株式会社ドクタートラスト

株式会社ドクタートラスト

13-ユ-301176

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

東京本部

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

東京第二支社

27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー東京

43-ユ-010011

株式会社ナイチンゲール

株式会社ナイチンゲール

13-ユ-070303

株式会社

株式会社

ニッソーネット

AKIBAワーキングスペース

東京事業所

東京支店

13-ユ-010591
13-ユ-302159

東京オフィス

東京オフィス

ニッソーネット

東京本社

40-ユ-010064

14-ユ-300992

27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

13-ユ-080558

株式会社日本メディカルキャリア

株式会社日本メディカルキャリア

株式会社ネクストビート

株式会社ネクストビート

13-ユ-306160

株式会社パソナ

パソナ本部

13-ユ-010444

東京本社

13-ユ-308417

都道府県

14神奈川

法人名

事業所名

職業紹介許可番号

株式会社ビーティーウィズユー

株式会社ビーティーウィズユー

13-ユ-306266

株式会社プレアライズ

株式会社プレアライズ

13-ユ-304821

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社ベネッセＭＣＭ

13-ユ-070460

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社ベネッセＭＣＭ

北欧福祉研究所株式会社

北欧福祉研究所株式会社

13-ユ-309170

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー東京支店

27-ユ-300336

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 東京（新宿）オフィス

13-ユ-080554

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 西東京支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

日本橋第二オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

府中オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

新宿オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

新宿第二オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

日本橋第一オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

本社

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

渋谷オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

立川オフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

メディウェル

メディウェル

北千住サテライト事業所

東京事務所

13-ユ-070460

01-ユ-010052

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルジョブセンター

株式会社メディカルジョブセンター東京本部

01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

13-ユ-010743

総株式会社モード・プランニング・ジャパン

株式会社モード・プランニング・ジャパン

株式会社ユニマット スタッフカンパニー

株式会社ユニマット スタッフカンパニー

13-ユ-308078

株式会社

株式会社吉川紹介所

13-ユ-010096

株式会社ラ・クイリマ

株式会社ラ・クイリマ

13-ユ-305517

ライフワンズ株式会社

東京本社

13-ユ-303765

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

13-ユ-080058

レバレジーズメディカルケア株式会社

レバレジーズメディカルケア株式会社

13-ユ-309623

株式会社ローザス

株式会社ローザス

13-ユ-304042

市川

ドクターハートエージェント

14-ユ-300734

株式会社ＤＥＰＯＣ

株式会社ＤＥＰＯＣ

14-ユ-301699

Ｋｏｎｏ

Ｋｏｎｏ

吉川

吉彦

Ｙｕｂｉ株式会社

東京支社

東京支店

Ｙｕｂｉ株式会社

キララサポート

本店

13-ユ-040295

13-ユ-304124

14-ユ-301641

株式会社あんだんて

株式会社あんだんて

14-ユ-300294

株式会社イーチリッチ

株式会社イーチリッチ

14-ユ-301803

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社エルユーエス

株式会社エルユーエス

ケアゲート株式会社

キャリアサポート事業部

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

横浜支店

13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

横浜支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

横浜支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

横浜第二支社

27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー横浜

株式会社

株式会社

ニッソーネット

横浜事業所

横浜オフィス

13-ユ-190019
28-ユ-300061
14-ユ-300627

43-ユ-010011

ニッソーネット

横浜支社

27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

横浜支社

13-ユ-080558

ビズネクスト株式会社

ビズネクスト株式会社

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 神奈川支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

みなとみらいオフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

厚木オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

藤沢オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

14-ユ-301298
横浜サテライト事業所

南関東支社

13-ユ-070460

13-ユ-040295

都道府県

15新潟

16富山

17石川

18福井

19山梨

20長野

21岐阜

22静岡

法人名

事業所名

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

ライフワンズ株式会社

横浜支社

13-ユ-303765

有限会社笹島看護師家政婦紹介所

有限会社笹島看護師家政婦紹介所

14-ユ-020001

株式会社絆コーポレーション

株式会社絆コーポレーション

15-ユ-300017

ジェイサービス株式会社

キャリアバスケット事業部

15-ユ-300110

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

新潟支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

新潟第二支社

27-ユ-301770

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 新潟支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

新潟オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

富山オフィス

13-ユ-313561

株式会社ＢＥＩＮＧ

株式会社ＢＥＩＮＧ

17-ユ-300169

SUNCARE HOLDINGS 株式会社

SUNCARE HOLDINGS 株式会社

17-ユ-300126

アリス・スタッフ株式会社

アリス・スタッフ株式会社

17-ユ-300133

エンパワー・サポート株式会社

エンパワー・サポート株式会社

17-ユ-300134

株式会社キャリアシステム

株式会社キャリアシステム

17-ユ-010047

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

14-ユ-300992

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 石川支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

金沢オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社

株式会社

Ｆｏｃａｌ

Ｔｒｕｓｔ

職業紹介許可番号

Ｆｏｃａｌ

横浜支店

13-ユ-010743

新潟支店

高崎支社

新潟出張所

金沢支店
名古屋支社

金沢出張所

金沢オフィス

Ｔｒｕｓｔ

13-ユ-080558

13-ユ-080558

13-ユ-040295
18-ユ-300061

株式会社アイル

株式会社アイル

18-ユ-300007

株式会社

株式会社

18-ユ-300017

キャリアネットワーク

キャリアネットワーク

株式会社ハートフルスタッフ

株式会社ハートフルスタッフ

19-ユ-010029

株式会社ピープルズ

株式会社ピープルズ

19-ユ-300103

株式会社グレート長野

株式会社グレート長野

20-ユ-300018

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー長野

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

マンパワーグループ株式会社

甲信オフィス

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

マンパワーグループ株式会社

岐阜サービスオフィス

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

静岡支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

静岡第二支社

27-ユ-301770

株式会社

株式会社

静岡支社

27-ユ-020166

ニッソーネット

長野支店

14-ユ-300992
43-ユ-010011

高崎支社

長野出張所

13-ユ-080558
13-ユ-313561

岐阜支店

14-ユ-300992
13-ユ-313561

浜松支店

ニッソーネット

14-ユ-300992

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 静岡支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

浜松オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

静岡オフィス

13-ユ-313561

公益社団法人静岡県栄養士会

公益社団法人静岡県栄養士会

22-ユ-300363

株式会社Ｂワークス

株式会社Ｂワークス

23-ユ-301155

株式会社ＣＭＥコンサルティング

株式会社ＣＭＥコンサルティング

株式会社F.T.S

株式会F.T.S

株式会社SPj

メディカルケア事業部

株式会社SPj

静岡出張所

名古屋支社

13-ユ-080558

13-ユ-305280
23-ユ-300229

メディカルケア事業部

株式会社アクティー

株式会社アクティー

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社クイック

株式会社クイック

23-ユ-301017
23-ユ-300010

名古屋事業所

人材紹介事業本部

名古屋オフィス

13-ユ-190019
27-ユ-020100

都道府県

23愛知

24三重
25滋賀

26京都

法人名

事業所名

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

名古屋支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

名古屋オフィス

40-ユ-010064

ディップ株式会社

名古屋オフィス

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー名古屋

株式会社ナイチンゲール

株式会社ナイチンゲール

株式会社

株式会社

ニッソーネット

職業紹介許可番号

13-ユ-303788
名古屋支社

27-ユ-301770
43-ユ-010011

名古屋支店

ニッソーネット

13-ユ-070303

名古屋支社

27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

パーソナルケアスタッフ株式会社

パーソナルケアスタッフ株式会社

23-ユ-302296

株式会社パソナ

パソナ・名駅

13-ユ-010444

株式会社パンピック

株式会社パンピック

23-ユ-301011

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー東海支店

27-ユ-300336

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 名古屋支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

三河オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

名古屋オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

名古屋伏見広小路オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

豊田サービスオフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

メディウェル

メディウェル

名古屋支社

13-ユ-080558

東海事業所

13-ユ-070460

名古屋事務所

01-ユ-010052

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

ライフワンズ株式会社

名古屋事業所

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

公益社団法人愛知県医師会

公益社団法人愛知県医師会

有限会社伊藤ケアサービス

有限会社伊藤ケアサービス

23-ユ-010038

株式会社メディサポジャパン

株式会社メディサポジャパン

24-ユ-300182

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

14-ユ-300992

マンパワーグループ株式会社

滋賀オフィス

13-ユ-313561

株式会社ＮＯＳＷＥＡＴ

ＮＯＳＷＥＡＴ

26-ユ-300099

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

京都支店

13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

京都支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー京都

株式会社

株式会社

ニッソーネット

名古屋支社

名古屋支店

13-ユ-040295
13-ユ-010743
13-ユ-303765

名古屋支社

地域医療人材育成センター

滋賀支店

京都事業所

ニッソーネット

13-ユ-080058
23-ユ-300850

13-ユ-190019

京都支社

27-ユ-301770
43-ユ-010011

京都支社

27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本予防医学研究会タクト

株式会社日本予防医学研究会タクト

26-ユ-030016

ファーマエイド株式会社

ファーマエイド株式会社

26-ユ-300356

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 京都支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

京都オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

公益社団法人

公益社団法人

京都市保育園連盟

大阪支社

京都出張所

京都支社

京都支店

京都市保育園連盟

保育人材職業紹介所

13-ユ-080558

13-ユ-040295
13-ユ-010743
26-ユ-300337

福知山家政婦紹介所

福知山家政婦紹介所

株式会社ＣＭＥコンサルティング

株式会社ＣＭＥコンサルティング

株式会社Ｄ＆Ｍキャリア

株式会社Ｄ＆Ｍキャリア

27-ユ-303294

株式会社ＫＨＳメディカルサポート

株式会社KHSメディカルサポート

27-ユ-302183

株式会社ＭＨＰ

株式会社ＭＨＰ

27-ユ-300441

株式会社ＳＵＢ

SUB

27-ユ-302193

株式会社エクスメディカル

株式会社エクスメディカル

Global

Support

26-ユ-300152
大阪支社

13-ユ-305280

27-ユ-302174

都道府県

27大阪

法人名

事業所名

職業紹介許可番号

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社エタンセル

株式会社エタンセル

27-ユ-301275

エヌアイラボ株式会社

アネステーションプラス

27-ユ-302768

株式会社エム・ディー・マネジメント

株式会社エム・ディー・マネジメント関西支社

13-ユ-301667

エムスリーキャリア株式会社

エムスリーキャリア株式会社

13-ユ-304437

キャリアインデックス株式会社

キャリアインデックス株式会社

27-ユ-301269

近畿中央ビジネス株式会社

近畿中央ビジネス株式会社

27-ユ-080009

株式会社クイック

株式会社クイック

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

大阪支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

大阪オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

大阪支店

14-ユ-300992

株式会社ツナガリキャリア

株式会社ツナガリキャリア

27-ユ-302129

ディップ株式会社

大阪オフィス

13-ユ-303788

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー大阪

株式会社ナイチンゲール

株式会社ナイチンゲール

株式会社

ニッソーネット

株式会社

ニッソーネット

職業紹介事業部

27-ユ-020166

株式会社

ニッソーネット

株式会社

ニッソーネット

南大阪支社

27-ユ-020166

大阪支社

13-ユ-080558

大阪事業所

13-ユ-190019

大阪オフィス

人材紹介事業本部

大阪本社

大阪第二支社

27-ユ-020100

27-ユ-301770
43-ユ-010011

大阪支店

13-ユ-070303

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社パートナーメディカル

株式会社パートナーメディカル

27-ユ-302159

株式会社ハーモニック

株式会社ハーモニック

27-ユ-300406

株式会社パソナ

パソナ・淀屋橋

13-ユ-010444

株式会社ハッピーベトナム

株式会社ハッピーベトナム

27-ユ-303171

株式会社ファミリーサポート

株式会社ファミリーサポート

27-ユ-301825

株式会社ベネッセＭＣＭ

株式会社ベネッセＭＣＭ

13-ユ-070460

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー

27-ユ-300336

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 大阪支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

堺オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

大阪北オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

大阪南オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

大阪東オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

淀屋橋オフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

メディウェル

メディウェル

西日本事業所

大阪事務所

01-ユ-010052

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

株式会社都島ナース

株式会社都島ナース

27-ユ-020114

株式会社ユニマット スタッフカンパニー

株式会社ユニマット スタッフカンパニー 大阪支社

13-ユ-308078

ライクスタッフィング株式会社

ライクスタッフィング株式会社

27-ユ-301145

ライフワンズ株式会社

大阪事業所

13-ユ-303765

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社ワークステーション

株式会社ワークステーション

27-ユ-030180

半澤

三和看護師家政婦紹介所

27-ユ-040025

有限会社ビジネススクウェア

有限会社ビジネススクウェア

27-ユ-300411

大塚看護師家政婦紹介所

大塚看護師家政婦紹介所

28-ユ-300465

株式会社エクセレントジョブ

株式会社エクセレントジョブ

28-ユ-300597

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社エルユーエス

株式会社エルユーエス

株式会社クイック

株式会社クイック

諏訪興産株式会社

諏訪興産株式会社

典子

大阪支社

大阪支店

13-ユ-010743

大阪支社

神戸事業所

神戸オフィス

人材紹介事業本部

13-ユ-040295

13-ユ-080058

13-ユ-190019
28-ユ-300061

神戸オフィス

27-ユ-020100
28-ユ-300351

都道府県

28兵庫

法人名

事業所名

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

神戸支店

13-ユ-010591

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

神戸支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

神戸支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

神戸第二支社

27-ユ-301770

株式会社

株式会社

神戸支社

27-ユ-020166

ニッソーネット

職業紹介許可番号

ニッソーネット

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社パソナ

パソナ・神戸

13-ユ-010444

株式会社ファンテン

株式会社

28-ユ-300521

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー神戸支店

27-ユ-300336

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 兵庫支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

姫路オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

神戸オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカルジョブセンター

株式会社メディカルジョブセンター神戸支社

01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

13-ユ-010743

有限会社人間交差点

有限会社人間交差点

28-ユ-300646

株式会社エイジエル

株式会社エイジエル

29-ユ-300103

株式会社ジェイ・アライアンス

株式会社ジェイ・アライアンス

29-ユ-300051

株式会社ツリーホーム

ナースマイリー

29-ユ-300164

31鳥取

マンパワーグループ株式会社

鳥取サービスオフィス

13-ユ-313561

32島根

マンパワーグループ株式会社

山陰オフィス

13-ユ-313561

株式会社KG情報

株式会社KG情報

株式会社ウェルサークル

株式会社ウェルサークル

33-ユ-300059

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

33-ユ-010032

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー岡山

株式会社

株式会社

29奈良

33岡山

34広島

ニッソーネット

神戸支社

13-ユ-080558

ファンテン

神戸支社

神戸支店

キャリアサポートセンター

ハタラキかたシェアサロン

岡山支店

13-ユ-040295

33-ユ-300208

33-ユ-010032
14-ユ-300992

岡山支社

27-ユ-301770
43-ユ-010011

ニッソーネット

岡山支社

27-ユ-020166

株式会社ハートスイッチ

株式会社ハートスイッチ

33-ユ-300137

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 岡山支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

岡山オフィス

13-ユ-313561

株式会社KG情報

株式会社KG情報

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

広島支社

33-ユ-010032

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

福山支店

33-ユ-010032

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

広島支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

広島オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

広島支店

14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

福山支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー広島

株式会社

株式会社

ニッソーネット

キャリアサポートセンター広島
広島事業所

33-ユ-300208
13-ユ-190019

広島支社

27-ユ-301770
43-ユ-010011

ニッソーネット

広島支社

27-ユ-020166

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社プレコ

株式会社プレコ

34-ユ-010100

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 広島支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

広島オフィス

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

メディウェル

メディウェル

神戸支社

広島出張所

広島事務所

13-ユ-080558

01-ユ-010052

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

中国支社

株式会社メディカルジョブセンター

株式会社メディカルジョブセンター広島支社

13-ユ-040295
01-ユ-300203

都道府県

35山口

37香川

38愛媛

39高知

40福岡

法人名

事業所名

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

マンパワーグループ株式会社

山口サービスオフィス

13-ユ-313561

株式会社Coaマネジメント

株式会社Coaマネジメント

37-ユ-300090

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

高松オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

高松支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

マンパワーグループ株式会社

高松オフィス

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社キャリアプランニング

株式会社キャリアプランニング

株式会社

株式会社

タスク

職業紹介許可番号
広島支店

13-ユ-010743

高松支社

27-ユ-301770
13-ユ-313561
四国支社

松山営業所

13-ユ-040295

キャプラおしごと相談センター 33-ユ-010032
ハタラキかたシェアサロン

タスク

38-ユ-300003

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー愛媛

43-ユ-010011

マンパワーグループ株式会社

松山オフィス

13-ユ-313561

公益社団法人松山市シルバー人材センター

公益社団法人松山市シルバー人材センター

38-ユ-300098

有限会社東予ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ

有限会社東予ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ

38-ユ-050001

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ウイングメディカル九州

株式会社ウイングメディカル九州

40-ユ-300020

株式会社エス・エム・エス

株式会社エス・エム・エス

13-ユ-190019

九州スタッフ

九州スタッフ

株式会社

松山支店

14-ユ-300992

高知支店

14-ユ-300992

福岡事業所

株式会社

40-ユ-010166

株式会社興楽

株式会社興楽

40-ユ-300405

セントスタッフ株式会社

セントスタッフ株式会社

福岡支店

13-ユ-010591

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

福岡オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

北九州支店

14-ユ-300992

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

福岡支店

14-ユ-300992

ディップ株式会社

福岡オフィス

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

福岡支社

27-ユ-301770

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

福岡第二支社

27-ユ-301770

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー北九州

43-ユ-010011

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー福岡

43-ユ-010011

株式会社ナイチンゲール

株式会社ナイチンゲール

株式会社

ニッソーネット

株式会社

ニッソーネット

北九州支社

27-ユ-020166

株式会社

ニッソーネット

株式会社

ニッソーネット

福岡支社

27-ユ-020166

13-ユ-303788

福岡支店

13-ユ-070303

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社パソナ

パソナ・福岡

13-ユ-010444

株式会社パソナ

パソナ・北九州

13-ユ-010444

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー九州支店

27-ユ-300336

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 福岡支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

北九州オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

北九州子育て女性就職支援センター

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

博多オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

福岡オフィス

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

福岡子育て女性就職支援センター

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

筑後子育て女性就職支援センター

13-ユ-313561

マンパワーグループ株式会社

筑豊子育て女性就職支援センター

13-ユ-313561

株式会社

株式会社

01-ユ-010052

メディウェル

メディウェル

福岡支社

13-ユ-080558

福岡事務所

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

九州支社

株式会社メディカルジョブセンター

株式会社メディカルジョブセンター福岡支社

01-ユ-300203

株式会社メディカルリソース

株式会社メディカルリソース

13-ユ-010743

株式会社リクルートメディカルキャリア

株式会社リクルートメディカルキャリア

有限会社久留米家政婦紹介所

有限会社

九州支店

久留米家政婦紹介所

福岡支社

13-ユ-040295

13-ユ-080058
40-ユ-300469

都道府県
41佐賀
42長崎

43熊本

44大分

45宮崎

46鹿児島

47沖縄

法人名

事業所名

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マツオヒューマンネットワーク

株式会社マツオヒューマンネットワーク

41-ユ-010013

マンパワーグループ株式会社

長崎オフィス

13-ユ-313561

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー熊本

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 熊本支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

熊本オフィス

13-ユ-313561

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社

株式会社

ライフジャパン

職業紹介許可番号
福岡支社

佐賀出張所

熊本支店

13-ユ-080558

14-ユ-300992

熊本支社

27-ユ-301770
43-ユ-010011

ライフジャパン

福岡支社

熊本出張所

南九州支社

熊本医療福祉求人センター
福岡支社

大分出張所

13-ユ-080558

13-ユ-040295
43-ユ-300176

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

13-ユ-080558

マンパワーグループ株式会社

大分オフィス

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

マンパワーグループ株式会社

宮崎オフィス

総合メディカル株式会社

総合メディカル株式会社

鹿児島オフィス

40-ユ-010064

株式会社ツクイスタッフ

株式会社ツクイスタッフ

鹿児島支店

14-ユ-300992

株式会社トライトキャリア

株式会社トライトキャリア

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ 鹿児島支社

13-ユ-080554

マンパワーグループ株式会社

鹿児島オフィス

13-ユ-313561

株式会社ナースパワー人材センター

ナースパワー沖縄

43-ユ-010011

株式会社日本教育クリエイト

株式会社日本教育クリエイト

マンパワーグループ株式会社

沖縄オフィス

株式会社メディカル・プリンシプル社

株式会社メディカル・プリンシプル社

13-ユ-313561
福岡支社

宮崎出張所

13-ユ-080558
13-ユ-313561

鹿児島支社
福岡支社

27-ユ-301770
鹿児島出張所

那覇支社

13-ユ-080558

13-ユ-080558
13-ユ-313561

沖縄オフィス

13-ユ-040295

