民間人材紹介事業者登録簿
愛媛県プロフェッショナル人材戦略拠点
連絡窓口
事業者名

人材紹介手数料の概要
部署名

担当者

住 所

HPアドレス

電 話

1

アクティベイト株式会社

地方創生事業部

堀内 貞良

東京都港区芝大門2-3-6
大門アーバニスト4階

03-6450-1364

成功報酬として理論年収の35%

https://activate.co.jp

2

アビリティーセンター株式会社

松山オフィス 事業開発部 人材紹介グルー
プ

藤江 直子

愛媛県松山市永代町13番地
松山第2電気ビル7F

089-932-5006

成功報酬として理論年収の30％

https://www.abi.co.jp

3

アデコ株式会社

岡山支社

岡山県岡山市北区下石井1-1-3
日本生命岡山第二ビル新館４Ｆ

050-2000-7209 成功報酬として理論年収の35％

https://www.adeccogroup.jp

4

伊予鉄総合企画株式会社

営業本部 人材ビジネス部 営業課

砂野 太郎

愛媛県松山市三番町4-9-6

089-913-7000

成功報酬として理論年収の30％

https://www.iyoplan.jp

5

パーソルキャリア株式会社
（旧社名：株式会社インテリジェンス）

地域活性推進室

茂手木 誠

東京都台東区柳橋1-4-4 ツイントラスビル3F

03-6370-8173

理論年収の35％を目安とした完全成功報酬型

https://www.saiyododa.jp/service/recruitment

6

株式会社キャリアプランニング

職業紹介事業部
松山営業所

高田 清美

愛媛県松山市本町6-6-8

089-923-9515

成功報酬として理論年収の30％

https://www.capla-tensyoku.jp

7

株式会社クリエアナブキ

小山 靖文
永井 聡明

愛媛県松山市三番町4丁目9-6
NBF松山日銀前ビル2F
愛媛県新居浜市坂井町2-4-23

成功報酬として理論年収の30％

https://www.crie.co.jp

松山支店
新居浜支店

羽深 誠

089-947-0005
0897-31-5010

8

サイエスト株式会社

人材紹介部

種村 尚人

東京都港区赤坂2丁目17-69
赤坂フェニックスビル3階

03-5797-7650 着手金：０円
070-2181-3051 成功報酬：理論年収の30％

9

株式会社
社会人材コミュニケーションズ

ライフキャリアサポート事業部

青木 正義

東京都港区新橋1丁目18-2 明宏ビル本館5階

03-6435-9922

採用初年度換算分の35％（消費税および地方消費
税別）

https://gakusya.org

10 株式会社ビズリーチ

福岡オフィス

長谷川秀人
東野 美帆

福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目10-4
第二博多偕成ビル10F

092-406-8370

着手金6ヶ月85万、成功報酬70万
（地方限定プランあり）

https://bizreach.biz/

11 ランスタッド株式会社

プロフェッショナル事業本部
中四国エリアチーム

森末 翔

広島県広島市中区本通6-11
明治安田生命広島本通8Ｆ

082-240-9511

成功報酬として理論年収の35%

https://www.randstad.co.jp

12 株式会社リクルート

HR本部 HRエージェントDivision
企画推進1部 営業支援グループ

堀内 準平

東京都千代田区丸の内1-9-2

03-6835-3000

成功報酬として理論年収の35％

https://www.recruit.co.jp

貝沼 保徳

愛媛県松山市一番町1丁目15-2
松山一番町ビル4F

089-948-4002

成功報酬として理論年収の30％、着手金無し

https://rf-career.jp

西日本営業部

松井麻依子

大阪府大阪市中央区博労町3-5-1
御堂筋グランタワー

06-7636-6290

着手金：なし。
成功報酬として理論年収の35％

https://www.pasona-masters.co.jp

15 WDB株式会社

松山支店

廣瀬里沙子

愛媛県松山市一番町3-3-3
菅井ニッセイビル7F

089-913-5811

成功報酬として理論年収の50％以下

https://www.wdb.co.jp

16 テンプスタッフフォーラム株式会社

松山オフィス
人事紹介部

渡部 悌任

愛媛県松山市二番町3丁目6-5
明治安田生命松山二番町ビル4F

089-921-4080

成功報酬として初年度理論年収の35%及び消費税

https://www.tempstaff-forum.co.jp

伊東 徹也

宮城県仙台市青葉区中山4-5-21

022-347-3433

成功報酬として年収の30%～35%

https://appare-japan.com

久保田文恵
岡本 有史

愛媛県松山市三番町4-4-6
松山センタービル2号館 2F

089-931-0690

成功報酬として想定年収の35%

https://www.manpowergroup.jp

尾崎 誠貴

愛媛県四国中央市寒川町1220番地1

0896-28-1722

成功報酬は就業後１年間に支払われる賃金の30%

https://www.ijob-net.com

13 アールエフキャリア株式会社

14

株式会社パソナマスターズ
（旧株式会社日本雇用創出機構）

17 株式会社あっぱれ

18 マンパワーグループ株式会社

19 アイ・ジョブ・ネット株式会社

松山支店

https://cyestc.com

連絡窓口
事業者名

人材紹介手数料の概要
部署名

20 株式会社キャップ

営業課

担当者

22 株式会社ワークポート

HPアドレス

電 話

愛媛県松山市美沢1丁目9-1

089-909-3351

成功報酬として理論年収の30%

https://www.cp-cap.co.jp

愛媛県松山市千舟町4丁目3-2
千舟町コンプレックスビル８Ｆ

089-989-3434

成功報酬として理論年収の30%

https://career-s.biz

上野ほのか

東京都品川区大崎1-2-2
アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9Ｆ・6Ｆ

03-6417-0076

成功報酬として想定理論年収の35%

https://www.workport.co.jp

桂 三奈
山本 晃
山下 航世

21 キャリア・サポート株式会社

住 所

23 リブライト株式会社

東京サテライトオフィス

大谷 明人

東京都港区西新橋2-23-2
日比谷パークビル7F

022-721-2378

成功報酬として想定理論年収の35%

https://www.rebright.co.jp

24 株式会社エムステージ

大阪支社 ＭＨＲ事業部

倉谷美知子

大阪府大阪市北区梅田2-4-9

06-4798-8232

成功報酬として理論年収の20%

https://www.mstage-corp.jp

エグゼクティブサーチ事業部

織田 文雄
今井 理人

東京都港区新橋1丁目16番4りそな新橋ビル7F

03-6693-8020

成功報酬として理論年収の約30%

http://www.directforce.org

26 株式会社grooves

WorkTech事務所

藤野 未来

大阪府大阪市中央区久太郎町4-1-3大阪セン
タービル6F（billage OSAKA+内）

070-1583-4499 成功報酬として理論年収の約35%

https://www.grooves.com

27 ヒューレックス株式会社

関西支社

渡辺 英貴

大阪府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

06-6195-1920

成功報酬として理論年収の約35%

https://www.hurex.jp

28 株式会社KG情報

松山支店

小山 幸美

愛媛県松山市若草町2-12

089-933-8437

成功報酬として理論年収の約20%

https://www.kg-net.co.jp

林田雄一郎

香川県高松市東ハゼ町8-8

087-865-4111

成功報酬として理論年収の約30%

https://www.japan-md.co.jp

長井 重樹

愛媛県今治市北宝来町一丁目2番地2

0898-31-1086

成功報酬として理論年収の約30%

https://ehime-its.co.jp

本間 淳子

東京都中央区八丁堀3-7-1
宝ビル本館8階

03-5244-9998

成功報酬として想定年収の約30%

https://www.best-partners.co.jp

25

一般社団法人ディレクトフォース
（旧：株式会社ＤＦマネジメント）

29 日本メディカル株式会社

30 アイティエス株式会社

営業企画部

31 株式会社ベストパートナーズ

32 アクティオ株式会社

松山営業所

烏谷美知子

愛媛県松山市千舟町5丁目2-6
共栄興産千舟町第3ビル3Ｆ

089-915-8137

成功報酬として想定年収の約25%

https://www.actio.co.jp

33 株式会社ヒルストン

大阪オフィス

橋内 楓子
吉川 裕貴

大阪府大阪市中央区瓦町2-3-2
第一住建瓦町ビル3F

0120-779-755

成功報酬として理論年収の30% ※ただし公認会計
士、税理士は35%

https://www.hillstonecareer.com

松本 俊介

香川県高松市寿町一丁目4番3号
高松中央通りビル２階

087-873-2528

成功報酬として想定年収の約35%

https://rs-ehime.net

水野 歩

東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン12階

070-3191-8547

成功報酬として理論年収の35%または200万円のい
ずれか高い方

https://www.enworlddigital.com/cxo/

34 株式会社リージェント

35 エンワールド・ジャパン株式会社

日系部門

36 フォースバレー・コンシェルジュ株式会社

Connect Job コンサルティング事業部

高橋 晃樹

東京都千代田区麹町6-6-2
東急四谷ビル5F WeWork東急四谷

03-3263-6847

成功報酬として理論年収の35％

https://www.4th-valley.com

37 株式会社フェローシップ

人材紹介事業部

松本 大祐

東京都千代田区丸の内3-1-1
国際ビル4階

03-3283-2051

成功報酬として想定年収の約35%

http://www.f-ship.jp

外国人財紹介サービス事業部

小山伊佐夫

愛媛県松山市三番町6丁目8番地3 6F

成功報酬として理論年収の約35%

https://kbc-kawahara.com

成功報酬として想定年収の約35%

https://www.mirai-works.co.jp

38

ケービーシー・トータル・サービス株式会社
（学校法人 河原学園）

39 株式会社みらいワークス

GlocalMissionJobs

高橋 寛

東京都港区東新橋2丁目8-1 7F

089-934-3555
090-9772-6362
03-5860-1835

