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目次（１）経営課題・活用方法・マッチング方法別 

活用方法 マッチング方法 経営課題 企業名 仲介事業者
掲載

ページ

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 生産性の向上、生産管理 阿波スピンドル株式会社 公益財団法人徳島産業振興機構 12

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 人事評価制度策定、定着率の向上 インターフェイス株式会社 株式会社社会人材コミュニケーションズ 14

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 営業力強化 川嶋印刷株式会社
岩手県中小企業団体中央会

株式会社社会人材コミュニケーションズ
16

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 定年退職による採用、経営企画 株式会社キャットアイ 大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点 18

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 後継者の育成、海外展開、経営人材不足 株式会社コイワイ 株式会社日本人材機構 20

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 製品開発、海外展開、新規分野 株式会社コヤマ・システム 高松商工会議所 22

継続型 受入れ企業 リスク軽減型
事業継承、事業基盤固め、海外進出、品質

保証
株式会社伸和製作所 大阪府プロフェッショナル人材戦略拠点 24

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 直販拡大、人材育成 株式会社西部開発農産
岩手県中小企業団体中央会

株式会社社会人材コミュニケーションズ
26

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 売上減少、社内人材の高齢化
株式会社司旅館（ホテル沼津

キャッスル）
株式会社日本人材機構 28

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 営業拡大、管理部門強化 株式会社東日産自動車 株式会社りゅうせきビジネスサービス 30

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 高齢化、技能伝承、人材育成、幹部候補 船橋株式会社 特定非営利活動法人G-net 32

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 生産性向上 株式会社三葉製作所
一般財団法人浅間リサーチエクステン

ションセンター
34

継続型 受入れ企業 リスク軽減型 海外展開 明和工業株式会社
特定非営利活動法人エティック

株式会社ガクトラボ
36

プロジェクト型 出向型 求職者＆受入れ企業 リスク軽減型 マネタイズモデルの確立 株式会社nana music 株式会社ローンディール 40

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 社員教育、新規事業 株式会社アクシス エッセンス株式会社 42

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 原価管理のIT活用・改善 出雲土建株式会社
認定経営革新等支援機関（株）メット

コーポレション
44

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 事業ＰＲ 株式会社oiseau(オアゾ） 株式会社仕事旅行社 46

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 財務基盤強化、マーケット開拓 株式会社Groony キャリアバンク株式会社 48

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 EC事業の拡大 株式会社ダンドリワークス エッセンス株式会社 50

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 生産性向上 株式会社テクニスコ パーソルキャリア株式会社 52

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 新規開拓、新規事業 中一陸運株式会社 株式会社サーキュレーション 54

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 商品開発、会社基盤の整備 株式会社ひろの屋 株式会社日本人材機構 56

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 事業構築、販路開拓、ＩＴ活用 株式会社福山中央水産
認定経営革新等支援機関（株）メット

コーポレション
58

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 人材育成・定着 株式会社ボールド 株式会社クオリティ・オブ・ライフ 60

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 モチベーション向上、人材の定着 ボンジュール・ボン株式会社 パーソルキャリア株式会社 62

プロジェクト型 兼業型 受入れ企業 リスク軽減型 後継者の育成、中期計画策定・推進 株式会社三宅本店 株式会社日本人材機構 64
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目次（２）外形情報別 

企業名 業種 所在地 創業年 従業員数
掲載

ページ

株式会社アクシス 情報通信業 鳥取県 1993年 110人 42

阿波スピンドル株式会社 製造業（機械） 徳島県 1868年 120人 12

出雲土建株式会社 建設業 島根県 1980年 73人 44

インターフェイス株式会社 その他業種 秋田県 2006年 22人 14

株式会社oiseau(オアゾ） 専門サービス業 東京都 2010年 28人 46

川嶋印刷株式会社 専門サービス業 岩手県 1850年 167人 16

株式会社キャットアイ 製造業（機械） 大阪府 1954年 205人 18

株式会社Groony 製造業（その他） 北海道 2002年 25人 48

株式会社コイワイ 製造業（機械） 神奈川県 1973年 150人 20

株式会社コヤマ・システム 情報通信業 香川県 1985年 16人 22

株式会社伸和製作所 製造業（機械） 大阪府 1986年 42人 24

株式会社西部開発農産 製造業（機械） 岩手県 1986年 110人 26

株式会社ダンドリワークス 情報通信業 滋賀県 2013年 26人 50

株式会社司旅館（ホテル沼津キャッスル） 宿泊業・飲食サービス業 静岡県 1982年 27人 28

株式会社テクニスコ 製造業（機械） 東京都 1970年 144人 52

中一陸運株式会社 運輸業 群馬県 1975年 50人 54

株式会社nana music 情報通信業 東京都 2013年 40人 40

株式会社東日産自動車 卸売業・小売業 沖縄県 1960年 25人 30

株式会社ひろの屋 卸売業・小売業 岩手県 2010年 25人 56

株式会社福山中央水産 卸売業・小売業 広島県 1971年 46人 58

船橋株式会社 製造業（その他） 愛知県 1921年 30人 32

株式会社ボールド 情報通信業 東京都 2003年 350人 60

ボンジュール・ボン株式会社 製造業（食品） 東京都 2009年 110人 62

株式会社三葉製作所 製造業（機械） 長野県 1930年 153人 34

株式会社三宅本店 製造業（食品） 広島県 1856年 70人 64

明和工業株式会社 製造業（機械） 石川県 1965年 51人 38
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継続（定常）型 
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プロジェクト（期間限定）型 






















































