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①アクティベイト株式会社           URL：https://activate.co.jp/company/ 

住所 東京都港区芝大門 2-3-6 ／ ℡03-6450-1364 

②アデコ株式会社 spring 事業本部         URL：https://www.adecco.co.jp 

住所 東京都千代田区霞が関 3-7-1 ／ ℡03-6743-1724 

③株式会社アドプランナー                 URL：https://www.ap-net.co.jp/ 

住所 名古屋市瑞穂区妙音通４丁目２９番地 ／ ℡052-8752-0570 

④アビリティズ株式会社                URL：https://abilities-inc.jp/ 

住所 東京都中央区京橋３－１－１ 東京スクエアガーデン７階 ／ ℡03-6778-5010 

⑤株式会社 iijin                      URL：https://iijin.co.jp/ 

住所 大阪市西区江戸堀 1-16-22 ／ ℡06-6479-0039 

特徴 チーズケーキタルト専門店「PABLO」で培ったダイレクトリクルーティング手法を活用しリーズナブルで独自性のある採用支援サービ

スをご提供しております。あらゆる業種、職種、年齢層は 20～60 歳まで対応。正社員、顧問契約、フリーランスなど雇用形態もフレキシブ

ルに対応可能。都市部はもちろん遠隔地も積極対応させて頂いており事例も多数ございます。これは難しい！とお考えのご求人であっても

是非一度ご相談ください。 

⑥株式会社インタワークス                  URL：https://interworks.jp/ 

住所 大阪府大阪市中央区安土町 2-3-13 大阪国際ビルディング 8 階 ／ ℡06-7777-9100 

⑦株式会社 MS-Japan             URL：https://company.jmsc.co.jp/outline.html 

住所 東京都千代田区富士見２-１０-２  飯田橋グランブルーム 4Ｆ ／ ℡070-3296-0486 
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⑧株式会社キャリアビジョン                URL：http://www.careervision.co.jp/ 

住所 大阪市西区西本町 1-8-2 三晃ビル 403 号室 ／ ℡06-6556-9744 

特徴 創業 22 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 7～30 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頂きます。若手からミドル層、ハイクラス人材まで幅広く転職支援の実績があり、国

内外の企業と取引があります。関西支社ではメディカル、建築、不動産、メーカーに強みがありますが、全社では、あらゆる業界を全般的

にカバーしています。 

⑨株式会社キャリアブレスユー         URL：http://c-blessyou.co.jp/ 

住所 和歌山市雑賀町 61 ／ ℡073-425-3331 

⑩紀陽パートナーズ株式会社 人材紹介部  

住所 和歌山市中之島２２４９番地 ／ ℡073-422-3265 

⑪株式会社 grooves                 URL：https://www.grooves.com 

住所 大阪市中央区久太郎町 4-1-3 大阪センタービル 6F ／ ℡070-1583-4499 

⑫NPO 法人国際社会貢献センター（ＡＢＩＣ）   URL：https://www.abic.or.jp/ 

住所 東京都港区浜松町 2-4-1 ／ ℡03-3435-5973 

⑬株式会社コンプリート エグゼクティブ・キャリアコンサルタント 

URL：https://complete-agent.com/ 

住所 東京都新宿区新宿 4－3－17 FORECAST 新宿 SOUTH 6F CROSSCOOP 内 ／    

特徴 当社のコンサルタントはメーカーの人事採用とヘッドハンティング会社の経験を有しており、技術・IT 系から事務系まで、各層の幅広い

人材の紹介実績がございます。また、公には募集できない経営層や幹部人材のご要望にもお応えできます。メーカー人事とのパイプや関東

在住の和歌山県出身者のネットワークから、U ターンや I ターンの優秀な人材もご紹介いたします。当社は、貴社の事業と人事の課題を解

決する適材の発掘に尽力いたします。 

⑭サイエスト株式会社                         URL：https://cyestc.com/ 

住所 東京都港区赤坂 2-17-69 ／ ℡03-5797-7650 
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⑮株式会社サンクスパートナーズ      URL：http://www.thanks-partners.com/wp/ 

住所 大阪市中央区平野町三丁目３番１０号 浅野ビル７階 ／ ℡06-4706-5877 

特徴 弊社は「人材採用コンサルタント」行っていたスタッフが多く所属する人材エージェントですので、 ミドル層（幹部クラス）のコンサ

ルティングを得意としており、入社実績も多数ございます。「求める人材」のスペック・タイプをしっかりとヒアリングさせて頂き、マッ

チング率の高い人材を推薦しておりますので、入社後の定着率も高く、採用頂きました企業様に喜んで頂いております。 

⑯株式会社サーキュレーション 関西支社        URL：https://circu.co.jp/ 

住所 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪 ／ TEL  06-6136-3684 

特徴 弊社は「プロシェアリング事業」を展開している 7 期目のベンチャー企業になります。「プロシェアリング」とは、ビジネス上のある特

定の領域で尖ったスキルを持っている「独立」した人材を、「必要な時に」「必要な分だけ」「活用」して頂くサービスです。現在約

14000 名の独立プロフェッショナルにご登録頂いており、あらゆる経営テーマに対応することが可能です。お気軽にご相談ください。 

⑰CFO ジャパン株式会社         URL： https://cfo-j.com/company/about_us/ 

住所 東京都千代田区九段南２－４－１１ ／ ℡03-6869-6724 

⑱株式会社仕事旅行社          URL：https://www.shigoto-ryokou.com/about_all 

住所 東京都港区新橋 5-1-3 新正堂第 1 ビル 5F ／ ℡03-6452-9414 

⑲シビレ株式会社                    URL：https://www.sibire.co.jp/ 

住所 宮城県仙台市青葉区本町１丁目 5-28 カーニープレイス５０３ ／ ℡080-8841-7441 

⑳株式会社ジェイエイシーリクールトメント 

URL：http://www.jac-recruitment.jp/service/ 

住所 大阪市北区梅田 2-2-2 ／℡06-4799-1924 エグゼクティブチーム 

特徴 世界 11 ヵ国に事業を展開し、日本で 30 年以上の歴史を持つ東証 1 部上場のグローバル人材紹介会社。求人企業側と候補者人材側を 1 人

のコンサルタントが仲介する「一気通貫型」の両面体制で、経験、スキルのみならず、候補者のお人柄も踏まえた適切なご紹介を行いま

す。また候補者人材の入社後も定期的なフォロー面談を行う等、候補者人材の「入社後の定着及び活躍」を重視しております。 

㉑株式会社じんざいや                  URL：https://www.jinzaiya.co.jp/ 

住所 和歌山市六十谷 236-5 ／ ℡073-464-0238 
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㉒WDB 株式会社 和歌山支店       URL：https://www.wdb.co.jp/ 

住所 和歌山市八番丁１１番地 日本生命和歌山八番丁ビル 4Ｆ ／ ℡073-406-5111 

㉓JOINS 株式会社                URL：https://joins.co.jp/ 

住所 東京都渋谷区渋谷 1-23-21 SHIBUYA CAST.1311 号室 ／ ℡090-3213-6926 

特徴 都市部の一部上場大手 IT 業・製造業に在籍中か在籍経験があり、汗かいて手足も動かす即戦力人材を月 30 時間・平均 10 万円程度で雇

えるマッチングサービス。ネット通販による売上増、デジタル化によるコスト削減、人事改善で採用増・離職減などの成果実績多数。 

㉔株式会社パソナ 関西就職支援部    URL：：https://www.pasona.co.jp 

住所 大阪市中央区難波 2-1-2 太陽生命難波ビル  ／ ℡06-6484-3020 

・株式会社パソナ 和歌山   和歌山市六番丁 24 ／ ℡073-402-1833 

特徴 年齢層：40 代、50 代中心（男女比 8：2）。少数だが 30 代も。職種：幅広い職種の登録者がいるが、男性は営業職、女性は事務職が多

い。登録人材の特徴：大手企業出身者が多く、経験スキルが豊富な方が多い。重量級マネジメント（部長、執行役員クラスの人材）経験者

の登録も有り。雇用形態は正社員、契約社員・嘱託社員を中心に、週 3～4 日の顧問的な働き方を希望の人材も有り。 

㉕パーソルキャリア株式会社       URL：https://www.persol-career.co.jp/ 

住所 東京都千代田区丸の内 2-4-1 ／ ℡03-6385-6694 

特徴 約 551 万人の求職者登録数、国内 11 か所に営業拠点があり全国の UIJ ターン求職者にリーチ可能。   30～49 代の管理職層向けにエグ

ゼクティブ専任組織を組成。 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 7,000 名以上。海外進出/マーケティング/人事

領域/生産革新等の専門性人材へも対応可能。副業・兼業・顧問紹介専任組織を設置し求人企業様ニーズに対応しております。 

㉖パーソルキャリコンサルティング株式会社  URL：http://www.persol-cc.co.jp 

住所 大阪市中央区本町２丁目１番６号 堺筋本町センタービル 3 階 ／ ℡06-6260-2300 

㉗パーソルエクセル HR パートナーズ（株） URL：https://persol-hrpartners.co.jp/ 

住所 大阪市北区曽根崎新地 2-2-16 西梅田 MID ビル４F ／ ℡06-6342-4520 

特徴 企業課題の解決（新事業の展開・既存事業の強化）に貢献できる、各分野に精通したシニアプロフェッショナル人材（主にパナソニック

出身者）をご紹介いたします。 【ご採用例】▪海外に展開したい（工場建設・営業展開）▪財務体質を強化したい▪マーケティングと営

業活動を連動させ、効果的な営業体制に転換したい▪二代目社長を育成したい▪生産効率を上げたい▪中堅若手の技術者を幹部に育成した

い etc. 
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㉘株式会社ヒルストンキャリア             URL：https://hillstonecareer.com/ 

住所 石川県金沢市駅西本町 1-14-29 ／ ℡076-255-3577 

㉙ヒューマンステージ株式会社          URL： https://www.human.or.jp/ 

住所 和歌山市美園丁目４番１１号 ／ ℡073-402-1745 

㉚ヒューレックス株式会社           URL：http://www.hurex-hd.jp/index.html 

住所 大阪市淀川区西中島 5-5-15 新大阪セントラルタワー南館 10F ／  TEL：06-6195-1920 

特徴 弊社はこれまで１７年にわたり、地域を支える金融機関様と共に「中小企業の正社員採用支援」に加え、「後継者・幹部人材の紹介」

「グローバル人材の紹介」等を行い、地方創生に貢献できる事業形成を進めて参りました。中小企業特化型で積み上げてきたノウハウによ

り、組織課題を踏まえた候補者のご提案をいたします。地域経済を支えていく使命を持ち、採用から次世代へのバトンタッチまでを徹底し

てサポートしております。 

㉛株式会社ビズリーチ                  URL：https://www.bizreach.co.jp/ 

住所 大阪市北区梅田 2-1-3 桜橋御幸ビル９階 ／ 06-6147-8081 

特徴 2009 年に即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」のサービスを開始。現在は 13,600 社以上、126 万人以上(2020 年 6 月末時

点）の会員の方にご利用いただいております。ビズリーチはこれまで人材紹介会社のみに公開していた即戦力人材データベースを企業にも公

開しています。条件に合った人材に直接アプローチして採用する「ダイレクトリクルーティング」を推進し、企業が主体的に採用活動を行え

るようサポートしていきます。 

㉜株式会社ブイロード                URL：https://www.v-road.co.jp/ 

住所 大阪市西区本町 1-7-19  ワイダ本町ビル 7F ／ ℡06-6539-8501 

特徴 採れない若手より、できる 40 代を！～弊社は「40 代」を中心とした人材紹介サービスを展開し、これまで多くの経営者様からご満足度

の高いお声を頂戴してまいりました。おかげさまで「リクナビ NEXT データベース」提携エージェント（人材紹介会社）全国 430 社の中

で、『満足度』全国 1 位をいただくことができました。（https://next.rikunabi.com/tenshokuknowhow/archives/20928/）特に営業職（プレ

イングマネジャークラス）に強みを有します。オーダーいただけましたら全身全霊で取り組ませていただきます。 

㉝株式会社みらいワークス           URL：https://www.mirai-works.co.jp/ 

住所 東京都港区東新橋二丁目 8 番 1 号７階 ／ ℡03-5860-1835 

特徴 日本最大級のプロ人材データベースを活用した人材事業を展開。「地方企業に興味を持つプロ人材」に特化しており、政府系人材会社で

ある、日本人材機構より譲受したノウハウをもとに、東京圏のハイクラス人材と地方企業をマッチング。 
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㉞株式会社メイテックネクスト   URL：https://www.meitec.co.jp/company/base.html 

住所 大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル９階 ／ ℡06-6373-8106 

㉟株式会社リクルートキャリア    URL：https://www.recruitcareer.co.jp/company/ 

住所 大阪府大阪市北区角田町 8-1 梅田阪急ビルオフィスタワー 31F ／ ℡：0120-050-454 

㊱株式会社リクルートキャリアコンサルティング 

URL：http://www.recruit-cc.co.jp/ 

住所 東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 9F ／ ℡03-3592-5541 

㊲リス株式会社                 URL：http://www.lis21.co.jp/staff/staff.asp 

住所 大阪市中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル 9Ｆ ／ ℡06-6202-0470 

特徴 人材業界 40 年の実績と信頼を有する弊社は、独自の戦略として、自社求人求職媒体「しごとナビ」を運営し、web 戦略を積極的に展開

しています。 ”求職者への転職サポート”を行っていくことと併せて、”採用担当者の良きブレーン”でありたいと考え、多くの求人企業様

から高い信頼を得て参りました。企業様との深いリレーションには定評があり、非公開求人も多数、保有しております。担当コンサルタン

トは、担当業界の情報を常に確保し、日々、研鑽に努めております。また履歴書、職務経歴書の添削をはじめ、ご面接時のアドバイス、条

件交渉など、フェイス・トゥ・フェイスでのキメ細やかなサポートを行っております。 

㊳株式会社 re-Right                    URL：https://www.reright.co.jp/ 

住所 東京都中央区日本橋小伝馬町 14-10 アソルティ ／ ℡080-3277-1027 

特徴 製造業、建設業に特化しています。製造業向けコンサルタント 8 年以上経験者のみで構成されており、業界に特化した専門的な採用アド

バイスを致します。求人の表面的な理解だけでなく、採用企業の経営・採用課題を深く理解し、採用企業にとってプラスになる人材をご提

案します。すべての大手人材会社と提携し、豊富なデータベースへのアクセスが可能であり、経営層、管理職人材、技術職や、管理部門職

など幅広い職種に対応します。 

㊴リブライト株式会社                      URL：https://www.rebright.co.jp 

住所 大阪市中央区南本町 2-3-12 EDGE 本町 3F ／ ℡080-6583-2281 

特徴 製造業、商社、IT 業界に強く、求職者層はミドル～シニアにいたる管理職から若手育成層まで幅広く対応しています。全国から和歌山県

への U ターン・I ターンの転職支援に注力しています。 
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㊵ルーセントドアーズ株式会社          URL：http://lucentdoors.co.jp/ 

住所 東京都港区虎ノ門 2-5-5 ニュー虎ノ門ビル 4 階 ／ ℡080-4019-4753 

特徴 ルーセントドアーズは、「すべての人が輝ける社会へ。」をコンセプトに、転職支援サービスを展開しています。当社は転職サイト最大

規模を誇るリクナビ NEXT の編集長の黒田が、2014 年に設立しました。「はたらく」ということを通じて、一人ひとりが生かされ、輝ける

世の中に一歩でも近づけることを、私たちはめざしています。すべては、100 年後の「人と仕事の出会い方」の進化のために。私たちは、

既存の非合理や不条理に挑戦し、その進化を磨き続けたいと考えています。 

㊶株式会社ワークポート              URL：https://www.workport.co.jp/ 

住所 東京都品川区大崎 1-2-2 ｱｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ大崎ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 9Ｆ ／ ℡03-6417-0076 

㊷株式会社 One Terrace             URL：https://oneterrace.jp/ 

住所 東京都千代田区九段北 1-6-５ ／ ℡03-3527-9841 
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