福島県プロフェッショナル人材戦略拠点 登録民間人材ビジネス事業者 事業概要一覧
令和3年7月2日現在

No.

事業者名

事業者の特徴

再就職
支援

手数料

採用後一定期間内の
本人都合退職等の
返金規定

成功報酬：理論年収の35%

3ヶ月以内：50%

備考

1 アイムファクトリー(株)

・IT人材特化型の人材サービス企業として、人材紹介およびフリーランスエンジニアの営業支援事業及び、キャリア情
報発信事業（求人サイトの運営）を展開しております。
・現在お取引企業様は3000社以上。IT業界の企業様のみならず、製造・流通小売、医療法人といった様々な業界の企
業様ともお取引させていただいております。また、登録IT人材も2万人を超え、若年層から中高年層まで幅広い支援実
績があります。

2 アクティベイト（株）

・創業以来、業界を問わず経営幹部層・管理職層を中心に幅広い人材を紹介。
・特に、経営者に共感し共に歩むプロフェッショナル人材を数多く紹介。
・具体的には、社長後継者、管理、経理財務、経営企画、営業、技術開発、製造管理、ロジスティックス、海外営業等
の管理職層の人材を幅広く紹介している。

成功報酬：理論年収の35%

1ヶ月以内：70%
2ヶ月以内：50%
3ヶ月以内：30%

本社：東京都港区

3 アデコ(株)

ハイクラス層からミドル層を中心に、全国を網羅した様々なニーズに応える体制を整えています。
また、各職種からなる専門チームを結成し、双方のベストマッチを実現するために、専門性の深化を図っています。

成功報酬：理論年収の35%

1ヶ月以内：50%
2ヶ月以内：30%
3ヶ月以内：15%

本社：東京都千代田区
支店等：郡山市

4 アビリティズ（株）

・レイスグループにおいて、上場企業の役員、部長、課長ＯＢの「時短・日短」勤務を前提とした人材紹介サービス事業
を実施。
・シニア層の人材活用に強みを発揮している顧問名鑑事業及び、ヘッドハンティング事業を展開しているグループ企業
との連携により「エグゼクティブ層の人材」に関する支援実績は業界でも最大規模。
・登録者数は、５０代～６０代を中心に約１，３００名。

紹介手数料及び在籍手数料：年
収の30%（稼働時間割合で変動。
最低245万円）及び年収の9%（在
籍１年経過後）

１ヶ月以内：70%
2ヶ月以内：50%
3ヶ月以内：20%

本社：東京都中央区
支店等：仙台市

5 アルパインビジネスサービス(株)

・地域企業の経営課題解決や事業躍進の一翼を担うパートナー企業として、様々なサービスメニューでサポート。
・東北各県毎に地元密着型で人材ビジネス事業を展開する事業者との連携により成長基盤を構築。

成功報酬：想定年収の30%

1ヶ月以内：50%
3ヶ月以内：25%

本社：いわき市

6 (株)アルファテック

・福島に事業拠点を置き、地元福島で活躍したい方・福島Uターン希望者へ福島の魅力ある企業に情報を発信し、福
島県内企業の成長の原動力となる人材の採用支援及び組織活性化に貢献。
・県内人材紹介事業者として福島県内転職希望者トップクラスのデータ量の取扱い。
・福島に特化した転職サイト、だから他の媒体では会えないキャリア人材と会える。
・福島で盛んな産業の製造・IT通信・サービス・小売に強い

成功報酬：求職者の就職後１年
間に支払われる賃金の35%

1ヶ月以内：50%
2ヶ月以内：30%
3ヶ月以内：15%

本社：東京都港区
支店等：福島市

7 (株)クノウ

・「広告代理業」と「人材紹介業」の2本のサービスでアプローチ。
・「魅力ある商品を福島から県外へ、優秀な人を県外から福島へ。」県外販路先との豊富なネットワークを活かした、イ
ベントや商談会。時には代理営業といった商品に直接触れる機会の創出。そして、「人と企業をつなげる」をスローガン
に、企業には県外の優秀な人を、求職者には市場には出回っていない求人案件を紹介。大手人材会社にはできない
小回りの利いたサービスを提供。

成功報酬：当該求職者の就職後
1年間に支払われる賃金の30%

3ヶ月未満：50%
6ヶ月未満：30%

本社：郡山市

8 ぐるっと(株)

・取扱業務範囲は、全職種。
・国内、ベトナム、フィリピンからの人材を紹介することができ、且つそれぞれの言語に対応できるスタッフが常駐して
いる。また、登録支援機関として支援委託することも可能。

成功報酬：当該求職者の就職後
1年間に支払われる賃金の30%

7日以内：100%
30日以内：50%
60日以内：30%
120日以内：20%
180日以内：10%

本社：いわき市
事業所：郡山市、会津若松
市

9 サイエスト（株）

・5000名を超える経営幹部層・管理職層人材が在籍し、幅広い職種に対応。
・マッチングコンサルタント全員が元役員経験者のシニアであり、経営者の想いや戦略に寄り添ったヒアリングと提案
が特徴。
・常勤・非常勤を問わず多様な雇用ニーズにも対応可能。

成功報酬：年間賃金の30%

個別協議

10 (株)サカイクリエート

・地域密着型のサービスを展開。
・求職者については、きめ細やかなスキルチェックを行うことにより、ミスマッチの無い充実した登録システムを確立し
ており、専門的スキルを持った人材の確保ニーズに対応。
・コーディネーターのきめ細かい管理と適切なアドバイスによるフォロー。

成功報酬：年間に支払われる賃
金（賞与含む）の25～35%

１ヶ月以内：80%
3ヶ月以内：50%

本社：福島市
支店等：郡山市

11 (株)サーキュレーション

約10,000人のプロ人材の登録があり①業務委託契約、②有料職業紹介で専門家を紹介している。
経営全般におけるあらゆるプロフェッショナル人材を使いたい時に使いたいだけ活用可能

成功報酬：理論年収の35%
(求人内容により決定)

1ヶ月以内：80%
3ヶ月以内：50%

本社：東京都渋谷区

12 CFOジャパン(株)

・人、もの、金、情報が不足している｢中小企業｣に、実務レベルではなく｢経営｣視点で、企業を支える｢ヒト｣を中心に事
業展開しています。
・業種問わず経営幹部の人材紹介を中心に展開しており(管理職の取り扱いも有)人材紹介や顧問(副業・兼業)のいず
れかで登録のあった人材が別のステージでも紹介できるパターンが非常に多くあります。

成功報酬：当該求職者の就職後
1年間に支払われる賃金の35%

3ヶ月以内：50%

本社：東京都千代田区

13 JOINS(株)

・地方向け副業・兼業プロ人材仲介に特化したサービス
・募集・面談・契約締結までをWebサイト上で直接人材と行うことができるマッチングシステム
・募集業務の特定、人材スカウト、契約後のアドバイスなどをうまく活用するための人的サポート

成功報酬：本契約の有効期間1ヶ
月分に対して4万円(税抜)
（同時に複数の人材と本業務委
託契約を締結する場合、2人のと 1ヶ月以内：日割り計算 本社：東京都千代田区
きは1ヶ月7万円(税別)、2人を超
えるときは7万円に3人目から1人
あたり2万円加えた金額(税別)）

14 (株)宝木スタッフサービス

・独自開発したＷebシステム（人材情報登録システム「ＡＭＳ（アムス）」を開発。全国の中小紹介会社との連携を構築
している。
・検索により、条件が合う情報が見つかれば、当社の子会社を介して、加盟社同士が打合せ、求人企業と求職者への
マッチングが可能となる。成約手数料は、加盟社同士で折半するものであり、求人企業には過分な負担が生じない仕
組み。

着手時事務手数料：５万円以下
成功報酬：就職後１年間に支払
われた支給総額の60％以下

15 (株)トーネット

・人材派遣サービス、職業紹介サービス、行政事業支援サービス（福島県内の自治体からの受託事業）、教育事業
サービス、環境事業サービス（環境改善・省エネ・ECO商品）を展開。
・地域密着型の企業として、人材ビジネス事業を実施。

成功報酬：1年間に支払われる賃
金の30％以内

1ヶ月未満：80％
3ヶ月未満：50％
6ヶ月未満：10％

16 日研トータルソーシング(株)

１）創業３９年目の人材サービス会社として、紹介・派遣・請負・再就職支援を展開。
２）特に製造系を主体に、事務系・技術系に関する実績が豊富です。
３）お客様のご要望に応じた能力・経験を持つ人材をご紹介します。
長年の弊社ノウハウを活かし、プロフェッショナル人材事業をご活用の企業者様の経営課題を解決できる人材をご提
案できるよう努めて参ります。

成功報酬：理論年収の35%

個別協議の上

本社：東京都大田区
支店等：郡山市

成功報酬：理論年収の35％

1ヶ月未満：50%
2ヶ月未満：30%
3ヶ月未満：10%

本社：須賀川市

手数料については個別相談

3ヶ月以内：50%

本社：東京都千代田区
支店等：郡山市

成功報酬：理論年収の35%

3ヶ月以内：：50%

本社：東京都千代田区

17 ニューワーク情報サービス(有)

18

19

○

○

〇

・取扱職種の範囲は、専門的・技術的職業、事務的職業、販売業、サービス業、生産工程・労務の職業。
・アドバイザーが必要な人材要件の確認や求職者との交渉、面接設定をはじめ、採用に向けたアドバイスを行う。

(株)パソナ
パソナキャリアカンパニー

・再就職支援サービス最大手としてこれまで累計約14万人の支援実績がありスキルの高い即戦力人材を紹介が可
能。
・より幅広い人材データベースからの人材サーチを希望する場合は、人材紹介サービスや、高度人材に特化した「顧
問ネットワーク」
「社外取締役紹介サービス」等の幅広いサービスも紹介も可能。

(株)パソナマスターズ
【旧：(株)日本雇用創出機構】

・当社株主企業・賛助会員企業(大手企業78社)の役職定年者、雇用延長者の出向または転籍人材、在籍人材を紹
介。
・内閣府の「首都圏大手企業との連携（パートナーシップ）」は当社が紹介。
・株主以外の人材も紹介可能。

○

個別協議

本社：東京都千代田区

本社：東京都港区

本社：栃木県宇都宮市
支店等：郡山市

本社：福島市

福島県プロフェッショナル人材戦略拠点 登録民間人材ビジネス事業者 事業概要一覧
令和3年7月2日現在

No.

事業者名

事業者の特徴

再就職
支援

手数料

採用後一定期間内の
本人都合退職等の
返金規定

成功報酬：理論年収の35%

1ヶ月以内：80%
3ヶ月以内：50%
6ヶ月以内： 5%

本社：東京都千代田区
支店等：仙台市

手数料については個別相談

１ヶ月以内：75%
2ヶ月以内：50%
3ヶ月以内：25%

本社：郡山市

パーソルキャリア(株)
20
【旧：(株)インテリジェンス】

・若手からミドルシニア人材まで、432万人の求職者総登録数。国内10か所に営業拠点を持ち、全国の福島UIJターン
希望求職者をサポートする体制。
・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、電気電子機械技
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/生産革新等の専門性を保有)

21 (株)PMCテクニカ

・労働者派遣、業務請負、紹介予定派遣をメーン業務としつつ、有料職業紹介事業を展開。
・地域密着型の企業として、人材を紹介。

22 (株)ビズリーチ

・企業自らが積極的に人材を採用する「攻めの採用活動」を行うことにより、最適で有能な人材と出会うことができる
「ダイレクト・リクルーティング」を実現するため、独自の採用システム「ビズリーチ・ダイレクト」を運用し、直接人材デー
タベースで直接検索することが可能。
※「ビズリーチ・ダイレクト」データベースは、主に経営幹部や管理職、専門職、次世代リーダーなどのハイクラス人材
が登録（登録者数71万人以上《2019年1月時点）。

【スタンダードプラン
（6ヶ月間利用の場合）】
システム利用料：85万円（前受）
システム利用による成功報酬：理
論年収の15％（下限70万円）

無し

23 (株)ヒューコム

・当社は創業から12年目と若い会社ですが、北海道から沖縄までネットワーク化されたふるさと就職に特化した、地方
HR事業会社で構成されている「ふるさと就職応援ネットワーク」に加盟し、1社では無し得る事の出来ないビジネスモデ
ルの共有や人材交流、情報の共有を行っています。
・キャリア人材・新卒雇用に拘らず就職支援としてこの福島で事業を行っています。
・定期採用(新卒採用）企業に対してキャリア人材雇用の拡充を事業の主軸に進めています。

成功報酬：理論年収の35%

個別協議

24 ヒューレックス（株）

・経営幹部人材＝プロフェッショナル人材やエキスパート職を得意とする独立系人材紹介会社。
・約400万件の求職者データベースの中から、全国エリアへの人材マッチングやスカウトを行う。
・仙台発祥の人材会社で、東北、北関東でのプロ人材紹介の成約件数トップ級のノウハウを元に、東京本社、関西支
社の開設へと続き、現在、全国エリアでの求人に対応開始。
・グループの結婚相手紹介、事業承継コンサル会社とも連携し幅広くニーズに応えている。

成功報酬：想定年収の35%

3ヶ月以内：50%

25 （株）フクジンキャリアサポート

・「管理系マネジメント」、「エンジニア」、「医師」を中心とした職業紹介事業。
・食品業界に携わった経験を活かした食品専門チームによる「食品業界人材紹介サービス」を実施。

26 (株)マイナビ

日本最大級の転職サイト「マイナビ転職」の会員データベースを活用した成果報酬サービスです。
専属スタッフが推薦者の人選から選考過程のフォローまで一貫してサポートいたします。
地域や業種、職種に問わず幅広い採用のご支援が可能な点を強みとしております。

27 マンパワーグループ(株)

当社は世界80ヶ国・地域に2,800のオフィスを持ち、ワールドワイドに展開している人材サービスのグローバル カンパ
ニー、Manpower Group100%出資の日本法人です。
日本で最初の人材派遣会社としてスタートし、今年で設立53周年を迎えます。全国に人事・総務、財務・経理、営業、Ｉ
Ｔ・製造エンジニア等幅広い職種の人材が登録しております。
またヘッドハンティング事業を行っているグループ会社との連携により、エグゼクティブ層、部課長層、エンジニアやシ
ステムの専門職、研究者など採用にも強みを持ってます。

28 (株)みらいワークス

みらいワークスは、政府主導で設立された「日本人材機構」（内閣府管轄）より、都市部のハイクラス人材と各地域企
業様のマッチングに特化した地方創生プラットフォーム「Glocal Mission Jobs」を2020年7月に事業譲受いたしました。
今後、本プラットフォームを通じ、主に首都圏大企業で活躍しているハイクラス人材（平均年収913万）を各地域企業様
へご紹介させていただきます。求人掲載料無料にて、「地方で働きたい」「地方に移住したい」ハイクラス人材、約11万
人へアプローチが可能です。

29 ランスタッド（株）

・当社は、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。
・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引。

成功報酬：年収相当額の35%

備考

本社：東京都渋谷区

本社：福島市

本社：仙台市
（東京本社有り）

1ヶ月以上3ヶ月未満：
本社：福島市
50％

成功報酬：理論年収の35%

90日以内：50％

本社：東京都千代田区
支店等：仙台市、
郡山市(当事業の営業拠
点)

成功報酬：想定年収（月次給与
の１２ヶ月分、見込み賞与、見込
み諸手当）の35％

3ヶ月以内：50%

本社：神奈川県横浜市
支店等：郡山市

成功報酬：初年度標準報酬の
35％

1ヶ月未満：60%
3ヶ月未満：30%

本社：東京都港区

○

成功報酬：想定年収の35%

3ヶ月以内：50%

本社：東京都千代田区
支店等：仙台市、郡山市

30 (株)リクルートキャリア

・リクルートグループの総合力により若手人材～経営人材まで年代層・経験職種を幅広く網羅。
・年間登録64万3,000名、年間決定約3万9,000名（いずれも2017年度実績）の日本最大の転職エージェント。
・リクナビＮＥＸＴと連携しており、業界/職種/企業規模を問わず幅広い採用支援案件に対応。
※再就職支援はグループ会社にて実施。

○

成功報酬：理論年収の35%
(求人内容により決定)

1ヶ月以内：80%
3ヶ月以内：50%
6ヶ月以内：10%

本社：東京都
支店等：仙台市

31 (株)リクルートキャリアコンサルティング

・リクルートグループの一員として再就職支援サービスを専門に事業展開。
・再就職支援は実績は、全国累計110万人以上。
・大手企業出身のエンジニア、オペレーター、営業、バックスタッフなど経験豊富な人材が数多く登録。

○

再就職支援による採用に関して
は無料

－

本社：東京都
支店等：福島市

32 (株)re-Right

・製造業に特化した人材紹介会社です
・大手人材紹介会社でトップクラスの実績かつ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が可能です
・求人ポジション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。
・すべての大手転職サイト、人材紹介会社と提携し、豊富な求職者データベースへのアクセスが可能であり、経営層、
管理職人材をメインに技術職や、専門職、管理部門職など幅広い職種に多数ご支援実績がございます。

成功報酬：理論年収の35%

1ヶ月以内：80％
3ヶ月以内：50％
6ヶ月以内：10％

本社：東京都中央区

成功報酬：想定年収の35%

3ヶ月以内：50%

本社：仙台市

本社：東京都品川区

33 リブライト(株)

・仙台市に本社を置き、東北６県を中心とした地域特化型の転職サポート会社。
・人材派遣業を主な業務とする「東洋ワーク」のグループ企業。

○

34 (株)ワークポート

・「転職コンシェルジュ」による専門性の高い職種への転職サポート。転職希望者向け相談サービスが充実。
・「転職を希望する人」と「人的課題を抱える企業」をつなぎ、最良のマッチングを生み出す。

成功報酬：想定年収の35%
但し、下限は１００万円（税抜
き）。

1ヶ月以内：80％
3ヶ月以内：50％

35 (株)ワールドネクスト

・（株）ワールドインテック100％出資子会社。
・福島県からの復興関連事業を行う受託事業者として平成24年3月、（株）ワールドインテックから独立分社化。
・”絆”づくり応援事業、行政機関に対する人材派遣事業、その他復興支援に関する受託事業、3点を主な業務として
福島県の復興を応援するために設立された。

手数料については個別相談

個別協議

本社：郡山市

（50音順）

