
法人本社名 所在地 業種

1 AWL株式会社 北海道 技術・サービス業

2 株式会社近藤設備 岩手県 その他

3 株式会社IMUZAK 山形県 技術・サービス業

4 株式会社エム・エス・アイ 山形県 情報通信業

5 サンリット工業株式会社 山形県 製造業

6 株式会社シード 茨城県 情報通信業

7 株式会社SRT 茨城県 製造業

8 小山化学株式会社 栃木県 製造業

9 株式会社三本松茶屋 栃木県 EC・卸業・小売業

10 株式会社バンテック 栃木県 製造業

11 株式会社ほんやら堂 群馬県 EC・卸業・小売業

12 英重機工業株式会社 群馬県 その他

13 アイフィールド有限会社 群馬県 その他

14 株式会社岡田製作所 群馬県 製造業

15 レーザージョブ株式会社 埼玉県 製造業

16 前澤工業株式会社 埼玉県 製造業

17 関東電子株式会社 千葉県 製造業

18 株式会社エフテック 千葉県 製造業

19 株式会社ビジネス・アソシエイツ 東京都 技術・サービス業

20 株式会社関東製作所 東京都 製造業
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法人本社名 所在地 業種

21 PJP Eye株式会社 東京都 製造業

22 株式会社RevCOmm 東京都 情報通信業

23 東京特殊印刷工業株式会社 東京都 製造業

24 アース環境サービス株式会社 東京都 技術・サービス業

25 株式会社ウニードス 東京都 その他

26 EAGLYS株式会社 東京都 情報通信業

27 株式会社フォーラムエイト 東京都 情報通信業

28 日本ベース株式会社 東京都 その他

29 SpoLive Interactive株式会社 東京都 情報通信業

30 株式会社ダイキアクシス 東京都 製造業

31 モビラス株式会社 東京都 技術・サービス業

32 株式会社Arttrav 東京都 その他

33 東亜ディーケーケー株式会社 東京都 製造業

34 株式会社アジラ 東京都 情報通信業

35 GBP株式会社 東京都 技術・サービス業

36 株式会社増岡組 東京都 技術・サービス業

37 株式会社東光高岳 東京都 製造業

38 岩瀬コスファ株式会社 東京都 EC・卸業・小売業

39 株式会社テクノソリューシヨン 東京都 情報通信業

40 新日本空調株式会社 東京都 その他



法人本社名 所在地 業種

41 ＦＤＫ株式会社 東京都 製造業

42 株式会社U'plan 東京都 技術・サービス業

43 株式会社ソーシン 東京都 製造業

44 株式会社アイネット 神奈川県 情報通信業

45 フジイコーポレーション株式会社 新潟県 その他

46 株式会社北陸製作所 新潟県 製造業

47 株式会社オハラ 石川県 製造業

48 株式会社天晴データネット 福井県 情報通信業

49 山陽精工株式会社 山梨県 製造業

50 株式会社ニッセー 山梨県 製造業

51 株式会社エーアイテック 長野県 製造業

52 サクラ精機株式会社 長野県 製造業

53 東洋計器株式会社 長野県 製造業

54 株式会社小宮山土木 長野県 その他

55 株式会社水生活製作所 岐阜県 製造業

56 太平洋精工株式会社 岐阜県 製造業

57 ケイナンクリーン株式会社 岐阜県 その他

58 株式会社市川工務店 岐阜県 その他

59 三栄ハイテックス株式会社 静岡県 技術・サービス業

60 パイフォトニクス株式会社 静岡県 製造業

法人本社名 所在地 業種

61 浜名部品工業株式会社 静岡県 製造業

62 株式会社エコワーク 静岡県 その他

63 イオインダストリー株式会社 静岡県 製造業

64 株式会社モス 静岡県 製造業

65 株式会社愛幸発條 愛知県 製造業

66 株式会社浅井工務 愛知県 その他

67 株式会社グローバル・アシスト 愛知県 技術・サービス業

68 日本エンジン株式会社 愛知県 製造業

69 株式会社メイドー 愛知県 製造業

70 可児建設株式会社 愛知県 その他

71 株式会社名友産商 愛知県 製造業

72 株式会社コメットカトウ 愛知県 製造業

73 株式会社スタイ 愛知県 製造業

74 滋賀ホンダ販売株式会社 滋賀県 EC・卸業・小売業

75 株式会社積進 京都府 技術・サービス業

76 株式会社DARUMA 京都府 情報通信業

77 株式会社フクナガエンジニアリング 大阪府 EC・卸業・小売業

78 株式会社大阪クリップ 大阪府 製造業

79 神谷機工株式会社 大阪府 製造業

80 株式会社中田製作所 大阪府 製造業



法人本社名 所在地 業種

81 マテックス株式会社 大阪府 製造業

82 東洋サクセス株式会社 大阪府 EC・卸業・小売業

83
日本テクノロジーソリューション株式
会社

兵庫県 製造業

84 株式会社ユタックス 兵庫県 製造業

85 株式会社ライズクリエイション 奈良県 EC・卸業・小売業

86 有限会社鮮魚の達人 和歌山県 EC・卸業・小売業

87 協和プレス工業株式会社 和歌山県 製造業

88 丸京製菓株式会社 鳥取県 製造業

89 新興工業株式会社 岡山県 製造業

90 トーホー株式会社 広島県 製造業

91 株式会社サンワテクノス 広島県 製造業

92 株式会社スペースエイジ 広島県 EC・卸業・小売業

93 JRCS株式会社 山口県 製造業

94 株式会社ヨコタコーポレーション 徳島県 製造業

95 ヤマキ株式会社 愛媛県 製造業

96 ジャスティン株式会社 愛媛県 製造業

97 協和紙工株式会社 愛媛県 製造業

98 株式会社アテックス 愛媛県 製造業

99 株式会社正興電機製作所 福岡県 製造業

100 大野コンクリート株式会社 福岡県 EC・卸業・小売業

法人本社名 所在地 業種

101 ＳＴＥＰ ＪＰ株式会社 福岡県 製造業

102 株式会社愛しとーと 福岡県 EC・卸業・小売業

103 株式会社鹿田産業 福岡県 EC・卸業・小売業

104 株式会社大橋 佐賀県 製造業

105 西海陶器株式会社 長崎県 EC・卸業・小売業

106 西田鉄工株式会社 熊本県 製造業

107 フュージョン株式会社 宮崎県 その他

108 米盛建設株式会社 鹿児島県 その他

109 株式会社さかうえ 鹿児島県 その他



• 岩手
• 山形

• 茨城
• 栃木
• 群馬
• 埼玉
• 千葉
• 神奈川

• 新潟
• 石川
• 福井
• 山梨
• 長野

• 岐阜
• 静岡
• 愛知

• 滋賀
• 京都
• 兵庫
• 奈良
• 和歌山

• 鳥取
• 岡山
• 広島
• 山口

• 徳島
• 愛媛

• 福岡
• 佐賀
• 長崎
• 熊本
• 宮崎
• 鹿児島
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12%

11%

11%

50%

16%

業種

EC・卸業・小売業 技術・サービス業

情報通信業 製造業

その他

1% 7%

4%

16%

15%
30%

6%

18%
3%

売上高

1千万以下 5千万以下 1億以下

5億以下 10億以下 50億以下

100億以下 500億以下 1000億以下
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9%

6%

8%

18%

19%

14%

13%

13%

従業員数

1~5名以下 6~10名以下

11~20名以下 21～50名以下

51～100名以下 101～200名以下

201～500名以下 501～1000名以下

67%

15%

18%

募集している職種

理系職種 事務系職種 その他
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1%

48%
47%

4%

採用予定者に求める日本語レベル

母国語レベル ビジネスレベル

日常会話レベル 日本語能力は必要ない

79%

21%

過去または現在の外国人材に関する

雇用経験
あり なし
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