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会社概要 

社名 キャプラン株式会社 
CAPLAN Corporation 

創業 1982年 1月 18日 

資本金 1億円 

株主 
株式会社パソナグループ     98% 
Pasona Education Co. Limited  1％ 
Pasona Singapore Pte Ltd    1％ 

代表取締役社長 森本 宏一  

社員数 1,180人名  （2017年3月末日現在） 

売上高 144億円（2016年度連結）  

事業分野 

人材派遣（事務職、専門職）、人材紹介 
人材教育（接遇、語学、カルチャー、キャリアアップ、
マネジメント） 
業務請負（コンサルティング、オフィスサービス） 
タレントマネジメント  

厚生労働大臣認可 
[人材派遣] 派13-040087 
[人材紹介] 13-ユ-040249 

関西支社 〒541-0047 大阪市中央区淡路町4-2-15（パソナグループビル4階） 

中部支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 1-24-30名古屋三井ビルディング本館10階 

九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル13階 

青山オフィス 〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-31 NBF南青山ビル 

羽田空港オフィス 〒144-0041 東京都大田区羽田空港2-6-5 羽田空港国際線ターミナル内 

成田空港オフィス 〒282-8610 千葉県成田市成田国際空港内 成田オペレーションセンター4階 

平和島オフィス 〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1 東京流通センタービル9階 

名古屋オフィス 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1 広小路第一生命ビル12階 

本社所在地   〒100-8228  東京都千代田区大手町2-6-2 

※2017年8月 現在 
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キャプランの成り立ち 

1982年   1月  伊藤忠グループの人材紹介会社として(株)キャリアプランニングセンター設立 
1986年 10月  伊藤忠グループの人材派遣会社として(株)エイブルスタッフ設立 
1998年 10月  (株)キャリアプランニングセンターと(株)エイブルスタッフ合併、 
         商号を(株)キャリアプラザに変更 
1999年   4月  (株)伊藤忠アカデミーから教育研修事業を譲受 
2000年 10月  センチュリー・スタッフ(株)と合併 
2002年   1月  商号をキャプラン(株)に変更 
2008年   1月  子会社(株)リッチフィールド、キャプランテクノス(株)と合併 
2009年 10月  (株) JALビジネス、JALアカデミー(株)と合併 
2012年   3月  (株)パソナグループが株主となる  
2013年 1月  (株)アサヒビールコミュニケーションズを子会社化 
2016年   7月  CAPLAN (Thailand) Co., Ltd. を設立 

※2017年2月 現在 

資本系のDNAを持つ、8社の企業が合併。 
ダイバシティな企業文化と独立系総合人材サービス力をもっています。 
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ＪＡＬグループ

ＪＡＬビジネス

ＪＡＬグループ

ＪＡＬアカデミー

センチュリーリーシングシステム
グループ

エイブルスタッフキャリアプランニングセンター

キ ャ プ ラ ン

株 主 子会社 資本提携

イーコミュニケーションズアサヒビール
コミュニケーショ ンズ

伊藤忠グループ 伊藤忠グループ

センチュリースタッフ
リッチフィールド

キャプランテクノス
伊藤忠グループ

伊藤忠アカデミー

パソナグループ／パソナエデュケーション／パソナシンガポール

キャプランタイランド

海外子会社
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Jプレゼンスアカデミーの人材育成 
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 Jプレゼンスアカデミーは“個人”としてのスキルを向上
させるだけではなく、“組織全体”の課題を解決して成果
を出す、学習する組織づくりをお手伝いいたします。 

組織づくり  

人材づくり  

ビジネスマナー 
コミュニケーション 

マネジメント グローバル 
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パソナグループ×キャプラン 

各分野に精通したグループ企業との総合力で、最適なソリューションを提供いたします。 

HRソリューション グローバルソーシング （海外

人材サービス） 
アウトソーシング 

ワン・ストップ フルラインサービス 

株式会社パソナ 

ソーシング事業本部 
新日鐵住金グループを中心とした派遣/請負、生産部門・ 
運輸・物流におけるアウトソーシング 

株式会社 パソナ 
あらゆる業界の専門職種に対応した派遣、請負、紹介予定 
派遣、HRコンサルティング 

株式会社 パソナ岡山 
地域に密着した派遣/請負、人材紹介 

株式会社 パソナマーケティング 
営業職・販売職に特化した派遣/請負、人材紹介および 
マーケティング支援 

株式会社 パソナロジコム 
運送事業機能を含む物流請負 

株式会社パソナメディカル 
医療・介護、産業保健、製薬分野における医師・看護師等メディカ
ル人材の派遣、紹介 

株式会社 パソナ農援隊 
農産物の生産・加工・販売、農業関連研修、農業人材の派遣・紹
介事業、農業関連コンサルティング、各種サポート事業 
などを展開 

株式会社 パソナテック 
ITおよびエンジニアリング(機械・電気・電子系)分野に特化した派遣/
請負、人材紹介 

株式会社 パソナテキーラ 
Salesforceに関連するコンサルティング、受託開発、保守・ 
運用人材サポート、モバイルソリューションサービス、研修事業等 

株式会社 ケーアイエス 
JA三井リース・全農の各グループを中心とした派遣/請負、 
人材紹介 

株式会社 安川ビジネススタッフ  
安川電機グループを中心とする九州エリアに密着した派遣、請負 

株式会社 日本雇用創出機構 
中小企業支援、特許関連、人材ブリッジバンク事業等 

株式会社 パソナフォーチュン 
エグゼクティブとプロフェッショナル人材の紹介 

株式会社 パソナ 

パソナキャリアカンパニー 
キャリア人材の紹介 

株式会社パソナ 

グローバル事業部 
グローバル人材の紹介 

アウトプレースメント 
 （再就職支援） 

株式会社パソナ 

パソナキャリアカンパニー 
再就職支援、人事コンサルティング、教育/研修 

株式会社 ベネフィット・ワン 
福利厚生のアウトソーシング 

株式会社 ベネフィットワン 
ソリューションズ 
総務系業務に関するアウトソーシングサービス、および 
コンサルティング 

株式会社 ベネフィットワン・ 
ヘルスケア 
疾病予防に関する健診・保健指導、および健康関連の 
アウトソーシング 

株式会社 エコLOVE 
カフェ及び社員食堂等の福利厚生施設のアウトソーシング 

株式会社 全国試験運営センター 
各種試験運営のアウトソーシングサービス 

株式会社 アサヒビール 
コミュニケーションズ 
アサヒグループの工場見学案内業務、販促品の企画・販売、酒類お
よび飲料商品の受注業務 

ビーウィズ株式会社 
コールセンターおよびBPO (ビジネスプロセスアウトソーシング) サービス 

ライフソリューション 

株式会社 パソナフォスター 
保育所ならびに学童・児童センターの運営、ベビーシッター、 
保育コンサルティング 

パブリックソリューション 

株式会社 パソナハートフル 
総務業務の受託、障害者雇用に関するコンサルティング等 

株式会社 パソナライフケア 
福祉介護サービス、家事代行サービス、ケアワーカー派遣 

株式会社 パソナ 
ふるさとインキュベーション 
地域活性化リーダー人材育成、地域活性化モデル創出事業、観光
関連事業 

パソナ・パナソニック  
ビジネスサービス株式会社 
総務系・メディア系業務のBPOサービス。オフィス/店舗の移転・内装
工事、イベント運営、セキュリティ対応、Webサイト・印刷物制作等 

5 
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パソナグループのグローバルサービス 

North America 
Asia North America 

China / Taiwan 

North America 

Pasona Asia Co., Limited 

[香港] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理/従業員支援 

Pasona Education Co., Limited 

[香港] 語学教育、社員研修 

Pasona Human Resources (Shanghai) Co., Ltd. 
[中国] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理 

Pasona Tech Systems(Beijng) Co., Ltd  
[中国] BPO 

Pasonatech Consuliting (Dalian) Co., Ltd. 
[中国] BPO 

Benefit One Shanghai Inc. 
[中国] 従業員支援 

Pasona Taiwan Co., Ltd. 
[台湾] 採用支援/コンサルティング/従業員支援 

MGR Consulting Co., Ltd. 
[台湾] 採用支援 

ChungHwa Benefit One Co.,Ltd. 
[台湾] 従業員支援 

Pasona Singapore Pte. Ltd. 
[シンガポール] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理 

Benefit One Asia Pte. Ltd. 
[シンガポール] 従業員支援 

TEAM PASONA INDIA COMPANY LIMITED 

[インド] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理/従業員支援 

PASONA Tech Vietnam Co., Ltd.  
[ベトナム] 採用支援/コンサルティング/ITO(SI)/BPO/ 
     海外勤務者管理/従業員支援 

Pasona Korea Co., Ltd. 
[韓国] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理/従業員支援 

PT Pasona HR Indonesia 

[インドネシア] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理/ 
       従業員支援 

PT.Benefit One Indonesia 

[インドネシア] 従業員支援 

Asia 

Pasona HR Consulting & Recruitment (Thailand) Co.,Ltd. 
[タイ] 採用支援/コンサルティング/海外勤務者管理/従業員支援 

Benefit One(Thailand) Co., Ltd. 
[タイ] 従業員支援 

Pasona HR Malaysia Sdn.Bhd. 
[マレーシア]採用支援・コンサルティング 

Pasona N A, Inc. 
[米国] 採用支援/コンサルティング/BPO/海外勤務者管理/ 
   従業員支援 

Benefit One USA, Inc. 
[米国] 従業員支援 

Pasona Canada, Inc. 
[カナダ] 採用支援/海外勤務者管理 

中国 
韓国 

台湾 

インドネシア 

ベトナム 
タイ 

マレーシア 

インド 香港 

シンガポール 

米国 

カナダ 

海外ネットワーク14地域 57拠点 
※2015年8月 現在 
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教育ブランド Jプレゼンスアカデミーとは 
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日本が 誇る 文化 ･ 教養 、お も て な しの心と  

自己表現力や 発信力 、必要と な る ビ ジ ネ ススキルを備えた  

グロ ーバルで 活躍で きる 人材を育て る 。  

一流の存在感 “ P r e s e n c e ” を持つ 人材に 育て 、社会に 送 り 出す  

それが Ｊ プレゼ ンスアカデ ミ ーに 込めら れた想いで す 。  

【 Ｊプレゼンスアカデミー 創業の歴史 】 
  1984年  JAL営業本部文化事業センター内に教育グループ設置。  
  1985年  JAL全額出資により「JALコーディネーションサービス株式会社」設立。  
  1997年  社名を「JALアカデミー株式会社」へ変更。  
  2009年  伊藤忠商事・JALの共同出資によるトータル人材プロデュースカンパニーとしてキャプラン株式会社と統合。  
  2012年  株主が株式会社パソナグループに変更。研修ブランド名を「JALアカデミー」から「Jプレゼンスアカデミー」へ変更。 
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教育体系図 
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Ｊプレゼンスアカデミーでは、貴社「ミッション」「理念」「コンピテンシー」などに合わせて 
人材育成に最適な設計を行い、全ての研修は連動性を保持。的確なプログラムと講師をご提案いたします。 
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ニーズの高い研修テーマ領域 
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人材開発研修設計の基本的な考え方 

状況 判断基準 
(OS) 

成果 

スキル・行動 
(アプリ) 

思考の質 

行動の質 

結果の質 
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人材開発系研修のトレンド4領域 

新人層研修 グローバル 

新規事業創造 ローカル 
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※『自己成長力・活躍力研修』は、配属前の実施も可能です。 

■推奨実施スケジュール 

★
マ
ナ
ー
研
修 

社
内
研
修 

★
自
己
成
長
力 

・
活
躍
力
研
修 

入
社
式 

1週間以内 1週間～1ケ月 

■研修期間 

（１）マナー研修 ：1日～2日間 
（１）+（２）で計２日～5日間 

（２）自己成長力・活躍力研修 ：１日～3日間 

■研修の目的 
・社会人としての振る舞い方の、なぜそのような振る舞いが求められ、そうすることによって円滑なコミュニケーションが生まれるのかを学ぶ。 
・社会人、組織の一員として今後も普遍的大前提となるマナーと、他を受け入れ自己を表現するスキルを身に付ける。 
・チームで、組織で、企業で、「育てがいのある」人材として認識される態度とスキルとは何かを知る。 
・自己成長するために欠かせない思考・習慣を習得する。 
・自ら「一人前」となるための道筋を見出す力をつける 

・様々な事柄・状況・人間関係において、適切な、すべき事柄の順序を構成する力 
・対立を回避し、相互理解が生まれるコミュニケーション力 
・上司・リーダー・に限らず周囲のフィードバックを受容し、次につなげる柔軟性（周囲がフィードバックしたくなる、育てたくなる姿勢） 

■目的を達成することによって身に付くスキル・習慣 

12 

  実施例① 大手マスコミ 新人教育 
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9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 

◼◼オリエンテーション 
本研修における基本スタンスと研修期間中に参加者に要求することを提示する 
 
◼◼正しい指示の受け方：講義⇨チーム演習 
専門知識やスキルがなくてもできる３つの態度（①正しい身だしなみ。正しい挨拶をする ②仕事の基本行動を実践する ③自ら
貢献できることを見出す）を提示し、１日の情動の規範とする 
○上司の指示を受ける（講師が上司役） 
・大きな声の返事、正しい服装、メモ帳持参などの基本態度を確認する 
・不完全な指示を出して、仕事を行うのに前提条件となる情報を上司に質問できるかを確認する 
 
◼◼業務遂行演習［１回目］：チーム演習 
◯業務指示「会社をPRする」 
抽象的な指示をだし、チームで仕事に取り組む⇨失敗体験から学ぶ、目的・納期・前提条件などを仕事をスタートする前に確認
できるか、中間報告は成られるか、時間内に仕事を完了して完了報告ができるかを講師が確認する 
○振り返り：正しい仕事を行うための重要成功要因を抽出する（QCDとタイムマネジメント、チームワークなど） 

13:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00 

◼◼論理思考と思考の見える化：講義⇨チーム演習 
○失敗の構造化 
「業務遂行演習」での失敗の思考を見える化して、正しい行動をとるための考え方を身につける 
○上手な相談の仕方 
体験学習を通じてビジネスで必要なコミュニケーションスキルを体験学習し、上手な相談のあり方を論理思考で考える 
以上を踏まえて、２回目の業務遂行演習で成功するための作戦を考える 

 
◼◼業務遂行演習［２回目］：チーム演習 
○業務指示「会社の強みを強化する」 
抽象的な指示をだし、チームで仕事に取り組む⇨［１回目］の教訓を踏まえて、より良い仕事ができるよう取り組む⇨成功体験
をする 
目的・納期・前提条件などを仕事をスタートする前に確認できるか、中間報告は成られるか、時間内に仕事を完了して完了報告
ができるかを講師が確認する 
○振り返り：正しい仕事を行うための重要成功要因を抽出する 
 
◼◼まとめ 
○行動宣言 
 －ビジネスマナー研修、仕事の進め方研修をふまえ、これから実践することを文書化し、宣言する 

■自己成長力・活躍力研修（１日版） 

実施例① 大手マスコミ 新人教育 
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実施例② グローバル人材育成 大手精密機器メーカー 
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実施例③ 新規事業創造研修 大手小売業 

Copyright(C) Idea Maker. All rights reserved 
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実施例③ 新規事業創造研修 大手小売業 
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実施例③ 新規事業創造研修 大手小売業 
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実施例④ ローカル研修 岩手県釜石市での実践型研修  
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実施事業 
 
【交流促進事業】 
都市と地域の交流・実践型研修を通して、地域資源・地域
課題に触れ、自身の生き方・働き方、または自社のあり方を
見つめ、考える機会を作ります。 
 
-研修ツーリズム・スタディツアー 
-実践型インターンシップ 
-移住支援ツアー、フィールドワーク 
 
【なりわい・働き方創造支援】 
地域で実践的に新しい暮らしや地域資源を軸にした
なりわい・仕事を創出する人材や事業を支援します。 
（移住支援・起業支援・事業PR支援等） 
 
-ローカルベンチャー推進事業(地域での起業支援) 
-釜石市人材マッチング事業 
-農作物の6次産業化支援 
 

会社名 株式会社パソナ東北創生 
本社所在地 
東京事務所 

岩手県釜石市甲子町5－72  
東京都千代田区大手町2-6-4 

株主構成 株式会社パソナグループ 
キャプラン株式会社 

設立 2015年4月1日 

役員構成 代表取締役  戸塚 絵梨子 
   取締役 石倉 佳那子 
   取締役 武井 伸夫 
   監査役 渡辺 佳昭 

資本金等 合計 20百万円 

事業内容 研修ツーリズム事業 
地域開発支援事業 等 

会社概要 

三陸沿岸を中心とした、多様な働き方の支援・交流人口の増加を通じて都市と地域の関係を見直し、 
持続可能で豊かな働き方・生き方の創造を目指します。 

（株）パソナ東北創生会社概要 
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日本の先進課題が集積しているといわれる地域での研修は、課題に向かい、限られたリソースを活用し、未来を描き、
アクションを生み出す、イノベーションの現場です。 

●復興創生の最前線で活動するイノベーター・   
 リーダーがどのように周りを巻き込み事を成した 
 のか、リーダーシップとは何かを考える 
 
●生きること、働くこと、自身や自社のあり方を 
 見つめ深く考える 
 
●五感をフルに活用して自分事として課題を解決する 
 視点を持つ 
 

●“ケーススタディ”ではなく、リアルな地域課題を 
 通して様々な困難・壁にぶち当たる体験をする。 
 
●地域の企業、自治体、住民等との対話からセクター 
 を超えた本当に意義のある取り組みを考える。 
 
●課題と自社のリソースを行き来しながら、事業を通 
 じて課題を解決しイノベーションを生み出す視点を 
 身につける。 
 
 

実施例④ ローカル研修 岩手県釜石市での実践型研修  

視察・体験型研修 

ローカル研修への期待 

●予定調和ではない、何も用意されていない、 
 正解がない中でチームで悩んで仮説を立てて協力 
 しながら実行する経験 
 
●自分の価値観が根幹から覆る衝撃度、心の芯から 
 揺れる体験 
 
●目の前にある課題（社会課題）と自社事業のつな 
 がりを体感 
 
●様々なステークホルダーとの連携（自社の枠組み 
 を超えた異業種、他セクターとの連携） 
 
●課題発見力、創造力、実行力の育成、 
 チームビルディング等リーダー育成 
 
●他の社員への良い影響、うねりの発生 

プログラムの特徴 

地域課題解決型研修 
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復興・創生の地域づくりの最前線で活躍するイノベータ―や取り組みに触れ、「働くとは何か」 
「生きるとは何か」を見つめ、考え、主体的・自律的に課題解決に取り組む姿勢を養います。 

20 

9:30 

10:30 

一関駅(岩手県) からバスにて移動 
 
■現場視察  (10:30−12:00) 
 復興最前線ツアー 
 -市内の被災エリア 震災遺構を視察 
   -震災の爪痕、復興状況を知り 
  次の震災に備える防災減災を学ぶ 
 
 
■漁業体験 (13:30−15:30) 
 -船に乗り、養殖現場の見学。 
 -陸での牡蠣殻洗浄体験 
 -獲れたての牡蠣を試食 
 -地元の漁師による海産物のブランド 
  化の取組みを学び、課題を共有 
 
■グループワーク  (16:30−17:30) 
 -振り返り・ワークショップ 
 

■視察・講話  (9:30−13:00) 
 -現地のイノベータ―による講話 
 -取り組み紹介、取り組み現場視察 
 -課題ディスカッション 
 
 
※バスにて移動(陸前高田市〜釜石市) 
 
 
 
■視察・講話 (14:30−16:00) 
 -釜石市宝来館にて避難道・ 
  コミュニティスペースの見学 
 -女将講話 
 
 
■グループワーク (16:00−17:30) 
 -振り返り・ワークショップ 
 

  
■体験・実践 (9:30−14:00) 
 -現地イノベーターによる講話 
 -エネルギー自給率100％以上を目 
  指す取り組みの現場にて体験 
 -エコハウス、沢の散策、水汲み、  
  薪割り、火起こし体験 等 
 -ディスカッション 
 
 
        
 
■全体振り返り 
 
新花巻駅へバスにて移動・解散 

11:30 

12:30 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

17:30 

実施例④ ローカル研修 岩手県釜石市での実践型研修  

＜1日目＞ ＜2日目＞ ＜3日目＞ 
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農業、漁業、林業、地域の企業、NPO、、地域の様々なリアルな課題や地域の資源をもとに 
地域住民の方々を巻き込みながら 地域にとって本当に意義のある事業プランを考えます。 

 
 
新花巻駅(岩手県)からバスにて
移動  
 
 
■オリエンテーション 
(12:30−14:00) 
 挨拶/ 自己紹介  
 事前課題プレゼン  
 
■講義 (14:00−16:00) 
-市役所職員による釜石市に関  
 する講義(地域の歴史、課題、  
 ポテンシャル等) 
-新規事業立案に関する講義 
 
■グループワーク 
 -アイデア創造ワークショップ 
 

■講義(9:30−10:30) 
ユーザーヒアリングに関わる講
演  
 
■フィールドワーク 
(10:30−15:30) 
 
-地域を知るフィールドワーク 
-地域の課題提供企業・団体 
 訪問、現場視察 
-地域の課題提供企業・団体 
 講演   
 
 
 
 
 
■中間報告会 
-各グループの進捗シェア 
-メンターによるブラッシュ 
 アップ 

■講義(9:30-12:00） 
事業計画、損益計算書作成に 
関わる講演  
 
■グループワーク・フィールド  
 調査 
(12:00−17:00) 
 -チーム毎に仮設検証を繰り返 
 すため、事業計画作成、市内 
 でのヒアリング調査、フィー 
 ルドワーク先への現場調査等 
 を行う 
 
 
 
 
 
■中間報告会 
-各グループの進捗シェア 
-メンターによるブラッシュ 
 アップ 
 

■グループワーク  
(9:30−12:30) 
-最終プレゼンに向けた事業計
画作成 
プレゼンテーション準備 
 
 
 
 
■最終プレゼンテーション 
(13:30−17:00) 
 
市内の事業者、市民、市役所
職員等に向けての事業プラン
のプレゼンテーション 
 
 

9:30 

10:30 

11:30 

12:30 

13:30 

14:30 

15:30 

16:30 

17:30 

実施例④ ローカル研修 岩手県釜石市での実践型研修  

＜1日目＞ ＜2日目＞ ＜3日目＞ ＜4日目＞ 
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実施例④ ローカル研修 岩手県釜石市での実践型研修  

フィールドワークの様子 
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人材開発研修設計のポイント 

①マインド研修(OS）の重要性の認識 

②人事制度や社風と研修が連動した設計 

④研修のビフォーアフターを意識した設計 

⑤研修効果の継続性を意識した設計 

③社員が「受講したい！」と思う設計 
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