
No. 会社名 特　　　徴 紹介手数料

※ 1 アクティベイト㈱
経営の中核課題を担う人材の紹介で実績を持っています。経営者様の意向をお聞きし、お求めの人材像を明
確にしたうえで候補人材を選択し、経営経験を持つ弊社エージェントが人材を個別に面談したうえで提案致
します。

理論年収の
35％

2 ㈱アドプランナー

東海3県で働きたい20代の方専門の人材紹介会社です。
工学部卒の専門知識を保有している方や、営業経験を積んだ方など多くの20代の登録者を保有しておりま
す。最大の強みである若さを武器に企業の成長戦略に沿った優秀人材の提案をさせて頂きます。
また、まだ正社員経験の浅い第二新卒層も対象になりますので、総じて将来の幹部候補として20代採用を
ご検討頂く企業の方には自信を持ってご提案できます。

理論年収の
30％

3
㈱アルバイトタイム
ス

創業1973年、人材系サービスを47年以上続けてまいりました。長年求人メディア・イベントを運営し、
求職者確保に独自のルートを持っております。人材紹介事業においては、静岡・愛知県を中心に、製造・IT
分野の人材のご紹介を得意とし、業界に精通したベテランのコンサルタントも多数在籍。高い専門性で求職
者に寄り添ったサポートを行い、企業様の課題を解決する最適な人材を見つけ、双方へ丁寧に対応する事を
強みとしております。

理論年収の
30％～35％

※ 4 ㈱アントレプレナー

求人広告代理店として様々な業種の企業様の採用をサポートし、会社経営に深く関わってきた実績がありま
す。東海エリアに特化し、長期に渡り活躍できる20～30代から即戦力の経験豊富な40～50代の人材まで
幅広い層の採用支援の他、採用ページ制作・運用などWEBご支援も可能です。 最大の強みは、希望により
対象人材の人物調査も可能の為、 確実な1名を採用したい企業様に合致した対応をしております。

理論年収の
30％

※ 5 ㈱ＭＳ－Ｊａｐａｎ

弊社は、経理財務・人事総務・法務等の管理部門に専門特化した人材紹介会社となります。(2017年12月
に東証一部上場に市場変更いたしました)この分野では、登録者数、採用実績に関しまして、国内最大手の
エージェントでございます。弁護士・会計士の登録者数に関しまして、国内でトップのエージェントになり
ます。

理論年収の
35％～40％

6 エンプロ㈱

結婚や出産で一度会社を離れた女性たちが再び働ける仕組みを作りたい、という想いから生まれた「パート
タイム型人材サービス」を主軸に、東海エリアにて営業職・管理部門系職種をターゲットにした人材紹介
サービスを展開しています。また、豊富な経験と多様なスキルを持ち、働くことに意欲的なミドル・シニア
人材にも着目し、ミドル・シニア人材の戦力化も推進しています。

理論年収の
30％

※ 7 ㈱オークス

クライアント様の依頼に沿って潜在的な人材の中からニーズに適した人材を探し出す「サーチ・スカウト
型」の紹介会社です。東海地区の税理士法人様と連携し企業の事業承継に必要な人材や組織構築のご提案を
しています。経営経験者・バックオフィス・管理部門、士業、医療のスカウトが強みです。「聞く･Hear」
「聴く･Catch」「訊く･Question」の「きく」を心がけてミスマッチを発生させないコンサルテイングを
行っています。

理論年収の
20～35％

※ 8
㈱クロップス・ク
ルー

創業130年の名古屋鉄道グループの転職エージェントとして東海地区に特化しミドル・ハイクラスの管理
部門や経営幹部候補、専門性を要する職種にターゲットを絞り実績を作ってまいりました。
また、内閣府の先導的人材マッチング事業にも参画しており、複数の金融機関と『地元で長く働けるプロ人
材』のマッチングを行っております。

理論年収の
35％

※ 9
㈱サーキュレーショ
ン

「プロ人材のシェアリングサービス」を展開しており、プロ人材の登録者数は国内最大の１万人を超えてお
り、50～60代のシニア層に加え、30～40代のミドル層が45％を占めるという点において、他社を圧倒
しております。「必要な時に、必要な期間のみ」社員の皆様と共に走る戦力として外部人材が持つ「ノウハ
ウの内製化」を可能にし、経営を一気に加速させます。頭金は一切不要で、月額25万円からご活用可能で
す。

非公開

※ 10 ㈱サイジンシャ
㈱サイジンシャでは、製造業での豊富なキャリアを持つスタッフを揃え、生産技術・品質・設計・生管など
の職種に精通しております。また、業種を問わず管理・事務・営業などに求められるスキルの理解も強みで
す。候補人材の方には必ず面会（またはスカイプ活用）し、丁寧なヒアリングを実施しております。

理論年収の
25％

※ 11 ㈱サンスタッフ

弊社は、㈱豊田自動織機グループの一員として、豊田自動織機とその関係会社にとどまらず、様々な業界で
活躍されている企業様、地方行政を担っておられる自治体様からのご愛顧も賜りながら、総合人材サービス
会社として、一般事務や技術専門・メーカー経験豊富なシニア職の派遣、加えてキャリア採用の人材紹介も
取り扱っております。今後も地域を含め、あらゆる企業様のお力になれるよう、努めて参ります。

理論年収の
30％

12
㈱GDIコミュニケー
ションズ

当社はグローバルスキルを有する人材に特化し、国内外に人材サービスを提供する カナダ人経営のグロー
バル企業です。英語、その他多言語を駆使した国内外のビジネス経験豊富な日本人、外国籍の人材をご紹介
いたします。当社は愛知県が拠点ですが、東海地方以外に東京エリアの対応も可能です。
外国籍スタッフと日本人チームによるバランスのとれたスカウティングで、雇用者と求職者の間でズレのな
いマッチングを実現します。

理論年収の
35%

※ 13
㈱ジェイエイシーリ
クルートメント

全国に約1100名程のコンサルタントを有する人材紹介会社です。特に日系企業の海外事業関連の人材紹介
の実績が豊富であり、アジア中心にJACグループ11か国と連携し、紹介が可能です。製造業、消費財・
サービス、管理系職種選任、IoT、エグゼクティブなどの領域に特化したコンサルタントが御社を担当する
ため、専門性の高い人材の紹介、精度の高いマッチングが可能です。

理論年収の
35％～40％

※ 14
㈱トリニティーキャ
リアマネジメント

IT,建設、製造、医療を主とし、他、金融、食品、介護人材の紹介を行っております。 紹介後の定着率は
100％が売りで、独自のヒアリング、人材の探索技術に自信があります。業者ではなく、「パートナー」
として関わって頂ける企業様と仕事ができればと思います。

理論年収の
30％

※ 15 ㈱トレンド

Ｔｒｅｎｄは、愛知・山梨・福岡にそれぞれ拠点を設置し、人材紹介事業をはじめとする、人材派遣事業を
展開しております。ハイクラス人材では、経営、総務経理、生産・品質管理、通訳、開発設計、システム・
IT エンジニア、特定技能外国人等、幅広く国内外から優秀な人材をお客様の御要望に寄り添い、柔軟かつ
迅速で最適な御提案を致します。高度グローバル人材に関しては、海外の一流大学と連携をしており、マッ
チング成功例は増加中です。

理論年収の
30％～35％

愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点・登録人材会社一覧　（2021年7月）

※ 金融機関連携　参加人材会社



No. 会社名 特　　　徴 紹介手数料

※ 16 パーソルキャリア㈱
約587万人の求職者登録数。国内30営業拠点で全国のUIJターン求職者対応可能。
中途採用領域を中心に、企業の採用活動・人材活用の課題に対し横断的にソリューションを提供
管理職層向けにエグゼクティブから高度経営人材・顧問紹介まで副業兼業ニーズにも対応しています。

理論年収の
35％

※ 17
パーソルキャリアコ
ンサルティング㈱

再就職支援会社として、法人契約のもと委託先企業を退職する従業員様が数多く登録しており、あらゆる職
種の求職者情報提供について、ご評価頂いております。経験豊富なミドル層のご採用をお手伝いいたしま
す。

紹介手数料

無料

※ 18 ㈱パソナ

総合人材サービス業 パソナグループの人材紹介部門です。47都道府県のすべてにネットワークを有して
おり、UIターン希望含め月間登録数は12,000名以上と業界トップクラスを誇っております。間接部門/営
業職/エンジニアのミドル～エグゼクティブ層への人選を得意としております。専門性や秘匿性の高い事案
は専任リサーチャーにより個別で対応し、求人案件に合わせたサービスを提供しています。

理論年収の
35％

※ 19
ヒューマンリソシア
㈱

【Stand by you】働く未来、開発会社。ヒューマンリソシア株式会社 弊社は、教育をバックボーンとす
る「ヒューマングループ」の中核企業で、「人」を大切にした事業展開をテーマとする総合人材サービス企
業です。業界実績30年以上の業種・専門分野に精通したメソッドと、国内外に展開するグローバルなネッ
トワークを活かし、最適な人材採用をサポートさせていただきます。

理論年収の
30％～35％

※ 20 ヒューレックス㈱
当社は、経営幹部や管理職候補などエグゼクティブ人材の紹介による付加価値の高いサービスを提供してお
ります。エリアを特化した集客力は大手サイト以上で、企業と求職者の双方の相性を見極めたマッチングが
可能です。

理論年収の
35％

※ 21
㈱ビートップスタッ
フ

ブラザー工業のグループ会社としてグループ企業や関連会社にとどまらず東海3県において人材紹介ビジネ
スを展開しています。企業様の人材課題やニーズを解決すべく、サーチ・スカウト型と各種媒体による募集
の両面でマッチングを行い、特に製造業を中心に設計開発者や生産管理、品質保証、営業職から事務職まで
様々な業種・職種に精通し、中堅層からマネージャークラスで高い実績を上げています。

理論年収の
30％

※ 22
㈱ヒルストンキャリ
ア

弊社は経理総務等の管理部門、技術系職種を得意としております。また地方へのIUターン転職にも注力して
おり、立地等の障害があり人材が集まりにくい企業様を応援しております。その他、コンサルタントが海外
勤務（アジア、メキシコ）の経験者ですので、ぜひ海外人材もご相談していただけば幸いです。当事者意識
を持って、案件対応することをモットーとしております。ご依頼お待ちしております！

理論年収の
30％

※ 23 ㈱Bricks&UK

弊社は税理士法人が運営母体の人材紹介エージェントです。求職者からの信頼を元に、転職後長期に渡りご
活躍いただけるよう転職カウンセリングに力を入れております。自社運営サイトのご登録者や、リクルー
ト、エン転職等のDBを活用し求職者にアプローチしています。経理・人事・総務の管理部門、事務から営
業職、建設不動産からITまで幅広く取扱い、企業様との打合せからご紹介まで同一担当者が行いマッチング
精度を高めています。

理論年収の
25％～35％

※ 24
Ｍａｎ ｔｏ Ｍａｎ
㈱

弊社は多くの製造メーカー様とお取引きいただいております。現場から管理部門まで幅広いニーズへの対応
も専任者が求人窓口から人選、ご提案まで一貫して担当しますので、精度の高いマッチングをご提供いたし
ます。東海エリア（名古屋・三河・春日井・四日市・浜松）を中心に西日本に全13拠点。UIターンにも対
応しております。

理論年収の
30％

※ 25
マンパワーグループ
㈱

日本で一番最初の人材サービス会社です。世界80ヶ国、3,000の地域におけるグローバルな視野と各地域
の専門知識を融合させ、クライアントの更なるビジネス発展のため、質、生産性、効率性を高める人財や
サービスをご提案しています。マンパワーグループは高い水準と倫理を有するプロフェショナリズムを確保
しており、その証としてリクルート業界で最も倫理的・成功したリーダーとして毎年ランクインされていま
す。

理論年収の
35％

※ 26
みらい人材サポート
㈱

愛知県地元の製造業に特化し想定されうる職種に柔軟に対応致します。開発設計、生産技術、生産管理、購
買、物流、品質管理、品質保証、設備保全など幅広い職種のプロフェッショナル人材のご紹介が可能。当社
のコンサルタントは元理系エンジニアが大半。製造業のお客様が抱える経営課題・人材課題に対して、ご提
案・解決できるプロ人材をご紹介致します。経営層・エグゼクティブな案件にも対応可能です。地元企業に
貢献致します。

非公開

※ 27 ㈱みらいワークス

みらいワークスは、主に東京圏大企業勤務のハイクラス人材と地方企業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」を政府主導で設立された「日本人材機構」（内閣府管轄）より事
業譲受の上運営しております。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。

理論年収の
35％

※ 28 リス㈱

弊社は創業40年を越える人材会社です。最大の強みは登録者数100万人を越える自社開発・運営の求人求
職サイト「しごとナビ」です。この「しごとナビ」を活かし、エリア・業種・職種を問わず求人企業様へ
マッチ人材をご紹介させていただいております。全国に展開している支社を始め、パートナー企業との連携
を図る事で、地元在住者だけでなく、Uターン/Iターン希望の人材を全国からご紹介が可能です。

非公開

※ 29 ㈱Link・ambition

「地元に密着し、地元を最優先に考える」U・Iターンに特化した人材紹介会社。全国10社20地域にパート
ナー企業をもち、グループ全体で毎月約2,000名の人材と接点があります。特にミドル・中堅～エグゼク
ティブ層を得意とし、首都圏で鍛えられた優秀な人材のご紹介が強みです。独自の人材評価基準により、貴
社について深く理解した上で、言語化が難しい性格や気質まで見極め、最適な人材をご紹介します。

理論年収の
35％

※ 30
㈱ワークリレーショ
ン

愛知・岐阜の求人に特化した人材総合サービス会社です。職業訓練校を15年経営し、述べ3,000名以上の
求職者の就職支援の実績を持つコンサルタントが中心となり、管理系、事務系の求人を得意としています。
求人職種の領域を拡大中で、製造部門管理職、設計技術職、建設・土木施工管理職等の実績も上げていま
す。

理論年収の
30％

※ 金融機関連携　参加人材会社


