


代表取締役社長執行役員 兼 CEO

清水竜一

NISSOの「SS」の英文字を、「人」という漢字のしなやかで柔らかなイメージに重ね、
象徴しロゴとして表現しています。
色彩は、「ウォームブルー」で誠実さを、「リーズナブルレッド」で情熱を表し、
大地にしっかりと根を下ろす様をシンボライズしています。

■NISSOのロゴ■社名の由来

新たな価値創出のために、
「人を育て 人を活かす」を実践します。

「製造立国・日本」は、明治開国以来、知識と技術を集結して付加価値を高めることで、

日本の経済や産業の発展を支え、国際的な分業と協業をリードしてきました。

私たち日総工産は、「人を育て 人を活かす」という人材活用のあり方を一筋に追求し、

日本の製造業を支えるために、製造に関する労働者派遣、一括請負、職業紹介を行っております。

当社採用システム、明確な活用戦略に沿っての育成、そして個人の熱意と能力を段階的に評価し、

製造現場に適正配置を行いながら、お客様の目標達成を目指すためのご提案をしてまいります。

わが国の働き方改革と近未来へのものづくりの変革は、人材サービスにも大きな枠組みの転換期であり、

現場を担う集団として「質」の向上を更に磨く使命があります。

「高度な人的戦略で製造業とともに進化する」という信念と情熱で

「メイド・イン・ジャパンを支える最高のプロ集団」としてお客様のご要望にお応えいたします。

元気な日本の製造業のために、
製造系人材サービスの日総工産は進化します。

1970年代、日本は高度成長を遂げ、品質の高い工業製品の供給が
あらゆる企業の目標となっていました。こうした時代に創業者の清水唯雄は、
「日本の総ての工場の生産業務を受託していく」という想いを胸に抱き、
社名として「日総工産」と名づけました。

日総工産株式会社
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メイド・イン・ジャパンを支える
最高のプロ集団になる

日総工産（グループ）の歩み

創業者は、造船の溶接技術者として従事していた経験から、溶接作業請負の仕事を旗揚げ。

自ら選んだプロの力を集結して、自らが責任を持つ組織で成果を出す「請負」の仕事が、

現在の製造請負・派遣ビジネスに繫がるものでした。

1973年に起こったオイルショックにより、発足間もない事業は大変厳しい状況でしたが、

1980年代を迎える頃には減量経営を推進していた自動車部品メーカーの工場構内での仕事を出発点に、

製造業をサポートする立場として徐々に市場に受け入れられるようになってきました。

厳しい時代の経験から学んだことは、時代の変遷によって法律や制度は変わりますが、

「人材が持ち得る価値そのもの」は変わりません。そのために確かな技術・技能を持ち、

心豊かな人材に育て、日本のものづくりに貢献するプロフェッショナルになること。

そして一人ひとりが輝き、活躍できる場を提供すること。創業者 清水唯雄の「人を育て 人を活かす」の精神は

日総グループ一人ひとりが DNAとして受け継いでいます。

人材ビジネスを通じて社会から必要とされ、お客様に育てられ、そして従業員が一層の希望と喜びを持って

働ける企業を目指し、これからも歩み続けることが日総グループの使命です。

経営理念

豊かな人間生活の創造を目指し

誠実をもって信頼の輪を広げ

若々しい情熱と行動力に満ちて

無限の可能性に挑戦する。

社訓

NISSO は、

・人の企業である。

・挑戦の企業である。

・共存共栄の企業である。

・社会的責任の企業である。

・日総グループ合同求人サイト「アルナシゴト（R7450. jp）」を開設［2010年］

・一般社団法人日本生産技能労務協会の会長に清水竜一が就任［2011年］

・厚生労働省委託事業「製造請負優良適正事業者」を認定取得［2011年］

・金沢営業所が品質マネジメント国際規格「ISO 9001：2008」の認証取得［2011年］

・求人サイト「工場求人ナビ」へリニューアル［2013年］

・厚生労働省委託事業「優良派遣事業者」を認定取得［2015年］

・一般社団法人日本経済団体連合会に入会［2015年］

・国土交通省事業「造船業を目指す若者を増やすための産学ネットワーク構築業務」を
受託［2015年・2016年］

・教育研修施設「日総テクニカルセンター東日本（宮城県栗原市）」が開設［2016年］

・宮城県より「認定職業能力開発校」として
「東北テクニカルセンター」「日総テクニカルセンター東日本」が認定［2016年］

・教育研修施設「日総テクニカルセンター九州（福岡県豊前市）」が開設［2017年］

・東京証券取引所 市場第一部に上場［2018年］

・プロ野球「横浜 DeNAベイスターズ」とスポンサー契約を締結［2018年］

・教育研修施設「日総テクニカルセンター中日本（長野県岡谷市）」が開設［2018年］

・長野県より「認定職業能力開発校」として
「日総テクニカルセンター中日本」が認定［2018年］
・創業     周年

1990年

2000年

2010年

1980年

1970年
・溶接関連事業を目的に、東京都港区に日総工産株式会社の前身である
日総工営株式会社を設立［1971年］

・現・日総ニフティ株式会社の前身会社を東京都港区に設立［1983年］

・社内報「飛躍」を創刊（その後「Nextage」に誌名変更）［1984年］

・日総第一ビル（横浜市鶴見区／旧本社社屋）が竣工［1984年］

・一般労働者派遣事業を目的に、横浜市鶴見区に
日総オフィス・エム・ツー株式会社を設立［1986年］
　（1986年7月労働者派遣法施行に伴い、一般労働者派遣事業の許可取得）

・保養所「箱根山荘（その後「ビレッジ箱根」に名称変更）」を開設［1987年］

・日総第二ビル（静岡県浜松市）が竣工［1989年］

・「NISSO」の新ロゴマークを決定［1989年］

・日総工営株式会社を日総工産株式会社に商号変更［1989年］

・関係会社６社を、日総工産株式会社に吸収合併［1991年］

・日総工産新横浜ビル（横浜市港北区／新本社社屋）が竣工［1997年］

・日総オフィス・エム・ツー株式会社を日総ブレイン株式会社に商号変更［1999年］

・日総不動産株式会社を日総ニフティ株式会社に商号変更［1999年］

・一般社団法人日本生産技能労務協会の初代会長に清水唯雄が就任［2000年］

・求人サイト「ないなぁしごとねっと（717450.net）」を開設［2002年］

・有料職業紹介事業の許可取得［2002年］

・一般労働者派遣事業の許可取得［2002年］

・中国での人材紹介、派遣、人事コンサルティング事業を目的に、
上海霓索人力資源服務有限公司を設立（当社出資比率 49.0%）［2003年］

・物の製造業務への労働者派遣の解禁に伴い、製造業務派遣事業を開始［2004年］

・本社事業所が環境マネジメント国際規格「ISO 14001：2004」の認証取得［2005年］

・コールセンターが開設（その後「コンタクトセンター」に名称変更）［2005年］

・「プライバシーマーク」の登録を許諾［2006年］

・公式マスコットキャラクター「せいぞうくん」誕生［2007年］

・障がい者雇用促進を目的に、横浜市港北区に日総ぴゅあ株式会社を設立し、
特例子会社として認定［2007年］

・「請負社員・派遣社員の働き方とキャリアに関する
　アンケート調査」を「東京大学社会科学研究所」が
　実施［2010年］

・厚生労働省委託事業「製造請負優良適正事業者」
初回認定事業者発表［2011年］

・東日本大震災［2011年］

・労働者派遣法にて26業務廃止、「事業所・個人単位」の
期間制限、全派遣事業が許可制へ（特定廃止）、
派遣労働者のキャリアアップ・処遇改善が強化［2015年］

・熊本地震［2016年］

・「働き方改革実行計画」を働き方改革実現会議
　（議長・安倍晋三首相）が決定［2017年］

・働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する
法律が成立［2018年］

・新型コロナウイルス感染症対策のため緊急事態宣言
　［2020 年］

・「今後の労働力需給システムのあり方についての提言」を
　「労働力需給システム研究会（労働省）」が
　まとめる［1980年］　

・「労働者派遣事業の制度化問題についての主な論点と
　今後の問題」を「労働者派遣事業問題調査会（労働省）」が
　まとめる［1981年］

・第 2次オイルショック［1981年］

・「労働者派遣事業問題についての立法化の構想」を
　「中央職業安定審議会労働者派遣事業等小委員会」が
　報告［1984年］　

・労働者派遣法が成立［1985年］

・「業務処理請負事業の実態に関する統計的調査結果
   総括報告書」を「雇用促進事業団 雇用職業総合研究所」
   がまとめる［1985年］

・「労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との
　区分に関する基準（昭和61年労働省告示第37号）」が
　制定［1986年］　

・日経連が「新時代の『日本的経営』」にて労働者を
３グループに分類［1995年］

・阪神淡路大震災［1995年］

・長野冬季オリンピック開催［1998年］

・労働者派遣法の適用対象業務を原則自由化
派遣労働者の直接雇用に関する努力義務創設［1999年］

・ニクソン声明によるドルショック［1971年］

・札幌冬季オリンピック開催［1972年］

・第 1次オイルショック［1973年］

・自動車排出ガス規制が施行［1973年］

・労働者派遣法にて物の製造業務が解禁
26業務以外の業務の受入期間上限が３年へ
派遣労働者への労働契約の申込み義務創設［2003年］

・「偽装請負に対する当面の取組について」を
　厚生労働省が発表［2006年］

・「製造業の請負事業の適正化及び雇用管理の
　改善に関する研究会」を厚生労働省が発足［2006年］

・「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の促進
　に向けた取組について」（請負ガイドライン）を
　厚生労働省が制定［2007年］

・「製造業の請負事業の雇用管理の改善及び
　適正化の推進事業」を厚生労働省が実施［2007年］

・「労働契約法」が成立［2007年］

・リーマンショック［2008年］

・「労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との
　区分に関する基準（37号告示）に関する疑義応答集」を
　厚生労働省が発表［2009年］
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・東  京 オリンピック・パラリンピック開催  ( 予定  )
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（左記詳細）

厚生労働省関連

経済産業省関連

国土交通省関連

その他

公的活動等の実績

企業への評価

各種所属団体
●一般社団法人日本BPO協会 会員
●一般社団法人日本経済団体連合会 会員：所属委員会（経済法規委員会、金融・資本市場委員会、産業競争力強化
委員会、イノベーション委員会、企業行動・SDGs 委員会、雇用政策委員会、労働法規委員会）
●一般社団法人日本電子デバイス産業協会 会員：理事（職員）

製造系人材サービス業界のリーダーとして、
業界発展のために積極的に活動します。

日本の人材サービス業全体が黎明期であった 1971年の創業以来、

日総工産は常に業界のリーダーとして先頭に立って様々な取組みを実践し、

製造系人材サービス業界の健全な発展に寄与していると自負しております。

特に創業者の清水唯雄は1989年に同業他社と連携し、「日本構内請負協議会」(日本生産技能労務協会)を設立し、

代表者として適正な請負事業の基準づくりと制度運用を推進。2011年からは、清水竜一が日本生産技能労務協会の

会長に就任、当社代表者が啓発・普及活動を積極的に行ってまいりました。

また、2012 年からは労働市場における企業と個人の仲介役である

求人広告・有料職業紹介・労働者派遣・請負といった民間事業者の業界団体が連携し、

労働市場における課題解決にあたることを目的とした「一般社団法人 人材サービス産業協議会」の活動にも、

理事として携わらせていただきました。

このような「製造系人材サービス」に関係する行政の事業受託、各種研究機関への調査協力、

労働政策への協力等、個社のみならず業界を代表する責務を担っております。

一般社団法人 日本BPO協会

●2005年：「第73 回労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会」ヒアリング（清水唯雄）
●2009年：「派遣労働者等に係る能力開発・キャリア形成の仕組みの整備事業」製造系部会事業者委員（職員／部長）
●2011年：厚生労働大臣から人材派遣関係各団体に対して東北地方太平沖地震被災者への雇用安定・保護要請（清水唯雄）
●2012年、2013年：「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会（第6回・第13回）」ヒアリング（清水竜一）
●2013年：厚生労働大臣へ「労働者派遣制度の在り方についての要望書」を提出（清水竜一）
●2014年、2015年：「業界検定スタートアップ支援事業」業界検定実施準備委員会試験問題作成部会委員（職員／執行役員）
●2016年：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「産業別高齢者雇用推進事業」

　製造請負・派遣業高齢者雇用推進委員会委員（取締役）
●2018 年：独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「産業別高齢者雇用推進事業」

　電子デバイス事業高齢者雇用推進委員会委員（職員／ゼネラルマネージャー）

●2005年、2006年：「ものづくりを支える人材関連サービスの高度化に向けた研究会」委員（清水竜一）
●2007年、2008年：「ものづくりを支える人材のキャリアアップシステム構築プロジェクト事業」

　ものづくり支援サービス協議会 委員等（職員／次長他）
●2009年：「ものづくりを支える人材のキャリアアップシステム構築プロジェクト事業」当社が事業二次受託

●厚生労働省 「労働者派遣事業」＝許可 派 14-150048
●厚生労働省「有料職業紹介事業」＝許可 14-ユ-150026
●厚生労働省委託事業「製造請負優良適正事業者」＝第2010005(04)号
●厚生労働省委託事業「優良派遣事業者」＝第2014001(03)号
●JISQ14001：2015(ISO14001：2015)
＝製造系人材サービスの本社管理業務（初回登録2005年）
●ISO9001：2015＝金沢営業所KKM作業所CSP組立Ⅰ工程における
 通信機器用高周波電子部品の組立及び検査（初回登録2011年）
●個人情報保護「プライバシーマーク」＝第10861023(08
●宮城県認定職業能力開発校：普通職業訓練 短期課程 生産設備
日総テクニカルセンター東日本…宮城県栗原市栗駒鳥沢山王下54-81
●長野県認定職業能力開発校：普通職業訓練 短期課程 生産設備
日総テクニカルセンター中日本…長野県岡谷市今井2075-615
●国連グローバル・コンパクト（UNGC）への署名：日本企業などによって構成される、
グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）に加入、
「人権、労働、環境、腐敗防止」の4分野 ・10原則を支持、実践

●2015年、2016年：「造船業を目指す若者を増やすための産学ネットワーク構築業務」当社が事業受託
●2017年：四国運輸局海事振興部「中小造船業・舶用工業経営技術講習会」講師（職員／プロジェクトリーダー）
●2018年：九州運輸局海事振興部「中小造船業・舶用工業経営技術講習会」講師（職員／プロジェクトリーダー）
●2018年：関東運輸局海事振興部「中小造船業・舶用工業経営技術講習会」講師（職員／プロジェクトリーダー）

●2008年：東京大学「人材ビジネス研究寄付部門成果報告会」パネリスト（清水竜一）
●2011年：山梨県から「東日本大震災被災者就業支援事業」を当社が事業受託
●2012年～2017年：「一般社団法人 人材サービス産業協議会」（会員：日本生産技能労務協会、全国求人情報協会、日本人材派遣協会、

　日本人材紹介事業協会、日本エンジニアリングアウトソーシング協会等）理事・委員会リーダー（清水竜一）
●2013年：宮城県漁業協同組合から宮城県緊急雇用創出事業「南三陸町養殖生産等復旧支援事業」を当社が一部事業受託

◎製造系人材サービス（請負・労働者派遣 等）事業者団体
◎所在地：〒105-0004 東京都港区新橋4丁目5番1号 アーバン新橋ビル9階 TEL.03-6721-5361 FAX.03-6721-5362

◎創　立：1989年（平成元年）12月

（旧一般社団法人日本生産技能労務協会）

※

※

※

※

※は技能協会長として参加

※

2021年6月現在
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◎設　立：2 000年（平成12年）10月
◎会員数：正会員8６社、賛助会員６       1   社（2021年 6月現在）

◎会　長：清水竜一 氏
※清水唯雄…2000年(平成12年）～ 2011年（平成23 年）在任
※清水竜一…2011年(平成23年）～ 2017年（平成 29 年）在任、2021年(令和3年～)

 )号



「人を育て 人を活かす」
人材サービスは、「働く人材へのサービス」から始まる。

「人を育て 人を活かす」

人により活躍してもらうための育成
［能力開発制度］

私たちの成果
［労働者派遣事業、請負事業等］

仲間になる
［採用システム］

暮らしを支える
［福利厚生］

安心に過ごす
［安全衛生］

毎日を見つめる
［管理体制］

気持ちを高める
［動機づけ］

実力を位置づける
［評価制度］

製造業務の一翼を担って、お客様企業の信頼を得ることは、

働くスタッフの勤勉さ・優秀さはもとより、ものづくり現場における組織力とともに、

「Q（Quality）・C（ Cost）・D（Delivery）・S（Safety）」を適正に維持することであると考えます。

日総工産は、自らの仕事に誇りを持ち、常に自己の向上に務め、広く社会に貢献できる人材の輩出を

心掛けています。しかしながら入社してくるスタッフが、全て製造業に興味を持っているわけではありません。

そのために日総工産では、「現場で働く人材」に対し、様々な環境を提供するとともに、

労働への意欲、責任感や向上心の醸成など、社会の一員になるための万全な体制を整えております。

創業理念の「人を育て 人を活かす」という人材活用のあり方は、まさにここにあると考えています。

●一人ひとりが働きやすく、意欲的に、安定した毎日が過ごせるように。
・仲間になる…………………………………求職者の要求に応える当社採用システム。

・暮らしを支える……………………………知らない土地で仕事に携わる生活を、当社が全面的にバックアップ。

・安心に過ごす………………………………派遣・請負という職場環境の中で「ゼロ災」を目指す活動の展開。

・毎日を見つめる……………………………製造現場において適確な「Ｑ・Ｃ・Ｄ・S」を目指すために様々な組織管理。

・気持ちを高める……………………………現場の改善活動等を通じて、働く人の気づきや自主性の向上を実現。

●一人ひとりが輝きながら、積極的に、さらなるレベルアップを目指すために。
・生産管理職社員、技術職社員、技能社員等……多様な雇用形態で良質なサービスを維持するスタッフの適正な配置。

・人により活躍してもらうための育成………創業理念を実践するために、全社横断の仕組みとして「能力開発制度」を運営。

・実力を位置づける…………………………自身のやりがいとスペックを見出す目標・スキル管理の評価制度の構築。

・私たちの成果………………………………当社のスタッフが織りなす製造系人材サービスの営業品目。

生産管理職社員
技術職社員

契約社員

技能社員契約スタッフ
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仲間になる
［採用システム］

暮らしを支える
［福利厚生］

安心に過ごす
［安全衛生］

毎日を見つめる
［管理体制］

気持ちを高める
［動機づけ］

[グリンピュア]

[ベネフィット・ステーション]

「メイド・イン・ジャパンを支える最高のプロ集団になる」と
いうビジョンを実現するためには、現場での日常業務遂行と
ともに改善活動による仕事のレベルアップが重要です。動機
づけのために各種教育と合わせてOJTが活発化するための
諸活動を行っています。

●改善事例報告会
（全国の作業所での改善成果を報告、支店別大会、全社大会）
●エキスパート実践ゼミ
（現場の改善を促進するためのインストラクターによる実践会）
●「ものづくりNEWS」の発行
　（作業所の日々の活動状況や好事例の紹介、資格取得者紹介等）
●「ALL NISSO」の開催
　（職員や役員が集合する年間の顕彰式典）

求職者の要求に応える当社採用システムは、自社の求人案件
のみならず、お客様メーカーへの転職専門のWebサイト、
最新の情報で求職者の条件・希望とマッチする情報を整
えています。

●工場系総合求人サイト「工場求人ナビ」
●約３万部刊行の自社企画フリーペーパー「工場求人 n a v i」

知らない土地で初めての仕事に携わる生活を当社が全面的
にバックアップします。寝具・家電製品等が揃った寮物件
として、民間集合住宅のみならず、日総グループが保有する
自社寮物件も全国に７棟（約６00室）完備されています。ま
たスタッフの旅行宿泊・自己啓発・スポーツ・グルメ等を支
援する福利厚生サービス企業とも提携をしています。

●日総グループ自社寮施設「グリンピュア」
●多彩なサービスが受けられる福利厚生「ベネフィット・ステーション」

請負・派遣という職場環境の中で、労働安全衛生活動は、
当社の企業経営の基盤です。働く労働者全員の安全と健康
の確保を最優先とし、快適な職場環境の形成を確立するため
に、事業活動のあらゆる面で全社一丸となり、労働安全
衛生活動の積極的な推進・改善に努め、真のゼロ災害
職場を目指します。

●「労働安全衛生方針」の制定および規範化した運用
●全事業所の法定安全活動（教育・日常活動・災害対策）
●労使代表を委員とする「全社安全衛生委員会」による自主活動
●安全衛生委員会による「安全新聞」の発刊
●メンタルヘルスケアや相談窓口の実践
●労災発生の疑似体験ができる「危険体感室」の開設

製造現場において適確な「Ｑ・Ｃ・Ｄ・Ｓ」を目指すために様々
な組織管理を行っています。働く人に対して、日常の生活
管理、現場の作業管理、派遣元としての管理、安全衛生の
管理等を実践しています。

●スタッフ人事労務管理（工程外の全ての雇用環境を管理・整備）
●作業所工程内の管理（現場の指揮命令体制を管理・構築）
●派遣元としての雇用管理（全業務管理者に責任者資格の取得義務）
●安全衛生組織の管理（国家資格・第一種衛生管理者の取得義務）

[ 工場求人ナビ ]

[ 工場求人navi]

[改善事例報告会]

[NISSO 心のケアカード]

[労働安全衛生活動]

[危険体感室][安全新聞 ]

[エキスパート実践ゼミ ] [ALL NISSO]

製造系人材サービスで働く一人ひとりが、意欲的に輝き、

安定した職業生活を目指すために、私たちは何をすべきでしょうか。

それは働く方々を中心に考え、基本的な毎日の事柄を丁寧に行う事。

仲間と出会い、互いに理解し、生活と仕事をきちんと支えるシステム。

いつでも、どこでも、どのような状況でも、働く方々から

湧き出る何かを探すのも「人を育てる」ことであると日総工産は考えます。

一人ひとりが働きやすく、意欲的に、
安定した毎日が過ごせるように。
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一人ひとりが輝きながら、積極的に、
さらなるレベルアップを目指すために。

創業理念「人を育て 人を活かす」を実践するために、能力
開発の専任部門として「人財育成部」が全社教育計画を一括
管理・運営しています。このことにより実務に即した各職種・
階層等の高度なスキルの向上を支援します。

●人財育成部の概要
 ・教育体系の整備や管理
 ・教育インフラの整備・運営・教育コンテンツ、カリキュラム、
ツール等の整備
 ・インストラクターの育成
●教育内容
 ・職種別教育（ものづくり教育、管理者教育 等）
 ・階層別教育・専門教育（技術者教育、技能教育、要望教育 等）
 ・各種資格取得促進講座

日総工産人材ポートフォリオ

自身のやりがいとスペックを見出す独自の評価制度を構築。その仕組みをもとに、　
より精度の高いマッチングや人材育成を実現するための活動を進め、キャリア形成を促し、
中長期的には企業の競争力強化に繋げることが目的であると考えます。

●評価システムの種類………………チャレンジ面接制度、スキル管理制度
●評価項目……………………………目標設定、理解力、情意考課、安全衛生、５Ｓ、品質管理、改善活動等
●キャリアコンサルティングの展開…社内有資格者による全国拠点展開、スタッフ教育、eラーニング

人により活躍してもらうための育成
［能力開発制度］

労働者派遣事業の特長 充実した人材教育、行き届いたフォロー体制、全国規模の対応力
請負事業の特長 　トータルコストの削減、長年のノウハウを活かした改善提案力、コア業務への注力が可能
有料職業紹介事業の特長     　 採用コストを大幅に軽減、成功報酬型のため費用対効果大、希少な人材の紹介も可能

●労働者派遣事業、紹介予定派遣事業
・技能社員派遣[無期雇用派遣]……「無期」の雇用契約を結んだスタッフをお客様の元へ派遣。派遣スタッフの長期的な雇用も可能
・製造派遣……………………………お客様の製造現場にマッチングする最適なスタッフを派遣
・エンジニア派遣……………………製造装置の「保全」業務や、自動車部品等の「設計」業務といった、エンジニア業務全般の派遣
・管理機能付き派遣…………………当社の工程内管理者を現場に配置し、派遣スタッフの統括管理を実施
・一般派遣…………………………事務部門などホワイトカラー業務の人材派遣の実施
・紹介予定派遣……………………お客様の元へスタッフを派遣。契約期間が終わり次第、お客様とスタッフの合意のもと直接雇用に移行

●請負
・製造請負…………………………工場構内におけるお客様の生産工程の、一部あるいは全ての一括請負
・保全・設計業務請負………………製造装置の「保全・設計」といった、エンジニア業務の請負

●有料職業紹介事業…………………オペレーター・事務等の紹介、マネージャー・スペシャリスト等の紹介

●労務管理支援……………………採用代行、労務管理代行、社宅管理代行、車両運行管理代行

●コンサルティング…………………請負コンサルティング

●研修受託…………………………教育研修受託

日本の製造業における間接雇用（外部労働力等の人材サービス）は、柔軟な変動原価要素として、
経営モデルの中に位置づけられてきました。日総工産では、様々な労働者の求職要件・キャリアプラン等を「多様な雇用形態」を
「日総工産人材ポートフォリオ」として区分・整理し、お客様への良質な人材サービスを行うために戦力化、実践しています。
特に生産管理職社員、技術職社員、技能社員という「ものづくりサービスに欠かせない責務の職員（労務管理の基幹職務・
現場管理のリーダー職務等）」は、当社サービスの要となり「やりがいと気づき」を自覚しながら活躍しています。

お客様の要求する人材サービスに「どのような人材」を配置すれば良い結果が出るか。
働く人が期待できる「育て方・活かし方」を、どのように実践していくか。日総工産にとってさらなる進化のための目標です。

雇用期間が無期雇用期間が有期

労働条件の限定が少ない

労働条件の限定が有る

日総工産
人材ポートフォリオ

日総工産

生産管理職社員
技術職社員

日総工産

契約社員

技能社員契約スタッフ

仕事の実践が働く方々の人間力を育て、自身の能力や新たな価値を認識させる。

習得した「知識」や「技術」「技能」だけでなく、仲間とともに目標を持ちながら、

全体が「育成サイクル」となって、日本のものづくりに貢献できる人材を輩出していく。

「自分に気づく」から「自分を伸ばす」そして「身に付く」まで、

さらなるレベルアップを目指すための「場」や「機会」をつくることが、

日総工産の「人を活かす」サイクルであると考えます。

私たちの成果
［労働者派遣事業、請負事業等］

実力を位置づける
［評価制度］

※人材ポートフォリオ…企業が必要とする人材に関して必要なスキルや能力・資質を明確化した上での、当該企業の戦略とビジョンに連動した
　人材の組み合わせであると考えられる。(厚生労働省「平成18年度版労働経済の分析」）

※
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日総工産株式会社 概要

●会社概要

●拠点一覧

日総工産株式会社（英文社名：NISSO CORPORATION） 
1971年（昭和46年）2月3日
2,015百万円（2021年3月31日現在）
62,549百万円（2021年3月期）
6569（東京証券取引所 市場第一部）
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
日総工産新横浜ビル 
045-476-4121（大代表）
045-476-4521
製造系人材サービス（製造派遣、製造請負、職業紹介等）

・商号
・創業
・資本金
・売上高
・証券コード
・本社

・TEL.
・FAX.
・主たる事業

 ・役員 代表取締役社長執行役員兼CEO
取締役常務執行役員兼COO
取締役（社外）
取締役（社外）
常勤監査役（社外）
監査役（社外）

監査役（社外）

清水竜一
宇田川利保
門澤　慎
大野美樹
石田　章
長谷川隆太
坂野英雄

2021年6月現在

●本社

●北海道・東北支店
秋田営業所
札幌サテライト
弘前サテライト
北上営業所
仙台営業所
酒田サテライト
米沢サテライト
郡山営業所

●関東支店
大宮営業所
新潟サテライト
宇都宮営業所
千葉営業所
厚木営業所
横浜サテライト
八王子営業所

●中部・関西支店
浜松営業所
名古屋営業所
 四日市サテライト
長野営業所
 松本サテライト
金沢営業所
 富山サテライト
大阪営業所
滋賀サテライト

●中四国・九州支店
岡山営業所
島根営業所
広島営業所
 山口サテライト
福岡営業所
北九州サテライト

●教育訓練施設
本社テクノセンター

日総テクニカルセンター東日本

日総テクニカルセンター中日本

日総テクニカルセンター九州

日総苫小牧トレーニングセンター

日総太田トレーニングセンター

日総浜松トレーニングセンター

日総豊田トレーニングセンター 

…………………

………………
………………
……………
……………
………………
………………
……………
……………
………………

…………………
………………
……………
………………
………………
………………
……………
………………

…………………
………………
………………
……………
………………
……………
………………
……………
………………
……………

…………………
………………
………………
………………
……………
………………
……………

[採用オフィス]
旭川、苫小牧
盛岡、古川
仙台、秋田、南福島

[採用オフィス]
茨城、高崎
太田、熊谷
上野、新宿、町田
藤沢、甲府

[採用オフィス]
武生、富士
豊橋、豊田、京都
堺、三宮、姫路

[採用オフィス]
徳島、小倉
熊本、宮崎、沖縄中部

日総グループ 概要
●日総ブレイン株式会社

●日総ニフティ株式会社

●日総ぴゅあ株式会社

●上海霓索人力資源服務有限公司

●株式会社ニコン日総プライム

●公式マスコットキャラクター

日総工産の公式マスコットキャラクターである「せいぞうくん」は、
日本のものづくりを支えるため、はるか宇宙から神奈川県横浜市へやってきました。
相棒の「ぺた」と一緒に、工場で働く方々を応援しています。
また、せいぞうくんは日本全国ご当地バージョンがあり、各エリアで日総工産の
ものづくりをサポートしています。

2003年（平成15年）11月
US＄30万 
董事長：王万鵬　総経理：杉川英哲
上海市自由貿易試験区張楊路1996号402号
上海市静安区天目中路253-267号藍宝石大廈8F-B室
+86-21- 5101-7955（代表）
人材紹介、人材コンサルティング

2003年（平成15年）11月（合弁会社化2020年 1月）
5,000万円
代表取締役 兼 社長執行役員　吉田雅彦
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-2 新横浜214ビル8F
TEL.045-478-6126（代表） FAX.045-478-6128
総合人材サービス事業、アウトソーシング事業
高年齢者の活躍機会創出 及び 働き続けられる仕組みの構築に関する
企画・研究開発・運営・サポート
労働者派遣事業／派14-303092  有料職業紹介事業／14-ユ- 301602

・設立
・資本金
・代表者
・本社
浦西分公司

・TEL.
・事業内容

・設立
・資本金
・代表者
・本社
・TEL./FAX.
・事業内容

・設立
・資本金
・代表者
・本社
・TEL./FAX.
・事業内容

1986年（昭和 61年）3月
5,000万円
代表取締役社長　宮下　剛
〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町28-26 日総第一ビル
TEL.045-575-6541（代表） FAX.045-575-6067
事務系人材サービス（一般事務派遣、職業紹介、委託事業）
労働者派遣事業／派14-020001  有料職業紹介事業／14-ユ- 020011

1983年（昭和58年）2月
4億5,000万円
代表取締役社長　松尾伸一　
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 日総工産新横浜ビル
TEL.045-470-4333（代表） FAX.045-470-4334
施設介護事業
在宅介護事業

・設立
・資本金
・代表者
・本社
・TEL./FAX.
・事業内容

・設立
・資本金
・代表者
・本社
・TEL./FAX.
・事業内容

2007年（平成19年）4月
4,000万円
代表取締役社長　遠藤太嘉志
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 日総工産新横浜ビル
TEL.045-470-3920（代表） FAX.045-471-5605
軽作業請負、物販（日総工産株式会社 特例子会社）

日総ブレインは、1986年の派遣法施行と共に誕生
した横浜で最も歴史のある人材サービス会社です。
人材派遣をはじめ、職業紹介（転職支援）、業務委
託など幅広くご提供しています。皆様と一緒に成
長するために、ベストパフォーマンスをお約束い
たします。“いつも「ありがとう！」のとなりに”を
コーポレートメッセージとして掲げ、ご期待以上
のサービスのご提供で企業様にお応えします。

“人と向き合い 人に寄り添う”私たちの介護に対
する思いを価値ある形にしてお届けしたい。介護
事業サービス「すいとぴー」はこの一念で誕生し、
お客様とともに歴史を重ねて参りました。日々
喜びと感動を実感できる豊かな職場作りを通して、
「企業風土と介護サービスが日本で一番いい会社」
を目指します。｠暮らしを豊かに楽しんでいただく
ために、安心の介護で、誠実にお応えします。

障がい者の方々と協働の仕事を通して、共に成長
したい。障がい者を抱えるご家族や学校と支え合
って、共に成長したい。地域の同様な企業や各支援
センターと助け合いながら、共に成長したいと思っ
ています。あらゆる障がいをお持ちの方々の雇用
を創出し、仕事を通じて将来に希望を持て、自己
実現出来る“舞台”を継続的に提供し続けること、
それが私どもの使命であると考えます。

上海NISSOは、2003年に日総工産株式会社と上海
浦東新区人材市場との合弁会社として設立された
人材サービス会社です。日系人材サービス会社の
パイオニアとして、人材紹介、人事労務コンサル
ティング等を通じ、中国における日系企業の人材
活用に寄与して参りました。「信頼」と「安心」を全て
の業務の基本とし、豊富な経験と専門性の高さで、
日系企業の皆様の幅広いニーズにお応えします。

日本のものづくりを支える「せいぞうくん」と「ぺた」
せいぞうくん

ぺた

ニコン日総プライムは、ニコンと日総工産のノウハウ
融合によるシナジー創造を目的として発足した人材
サービス会社です。ニコングループの高年齢の従業員
の雇用機会の開拓と確保を進めていくことに始まり、
広く社会の高年齢者が働き続けられる仕組みの研究
開発を行い、「働く意欲のある誰もが、社会環境の変化
に適応し、働き続けられるようになる社会プラット
フォーム」を創り上げることを目指します。

〒222-0033

〒981-3133

〒014-0061

〒060-0002

〒036-8004

〒024-0061

〒981-3133

〒998-0853

〒992-0031

〒963-8002

〒330-0854

〒950-0912

〒321-0945

〒260-0016

〒243-0014

〒221-0835

〒192-0085

〒450-0003

〒430-0926

〒450-0003

〒510-0075

〒380-0921

〒390-0815

〒920-0031

〒930-0005

〒530-0001

〒523-0891

〒812-0011

〒700-0907

〒693-0004

〒732-0052

〒754-0014

〒812-0011

〒800-0361

〒222-0033

〒989-5381

〒394-0001

〒828-0062

〒373-0821

〒430-0926

〒471-0842

神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1 日総工産新横浜ビル TEL.045-476-4121（大代表）

宮城県仙台市泉区泉中央1-13-4 泉エクセルビル4階403 TEL.022-772-7830

秋田県大仙市大曲栄町13-45 TEL.0187-63-7239
北海道札幌市中央区北２条西2-32 第37桂和ビル 4階 TEL.011-218-0139

青森県弘前市大字大町1丁目3-3 藤田ビル1階 TEL.0172-31-6160

岩手県北上市大通2-11-23 北上大通りビル5階 TEL.0197-65-0007
宮城県仙台市泉区泉中央1-13-4 泉エクセルビル  階  03 TEL.022-772-7830
山形県酒田市みずほ2-17-4 TEL.0234-22-4368

山形県米沢市大町2-3-61 トキワビル1階東号室 TEL.0238-37-8052

福島県郡山市駅前1-14-21 郡山花椿ビル10階A TEL.024-983-3215

埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 OLSビル7階 TEL.048-650-1771
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 OLSビル7階 TEL.048-650-1771
新潟県新潟市中央区南笹口1-1-12 クラスターIX8階 TEL.025-240-5018

栃木県宇都宮市宿郷2-4-28 グランドアーバン2階 TEL.028-633-0731

千葉県千葉市中央区栄町42-11 日本企業会館7階701号室 TEL.043-223-6773

神奈川県厚木市旭町1-27-1 後藤ビル6階 TEL.046-220-0683

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング16階 TEL.045-548-3671

東京都八王子市中町5-1 八王子中町ビル7階 TEL.042-620-2561

愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビルディング201B TEL.052-728-0513
静岡県浜松市中区砂山町330-11 日総第ニビル5階 TEL.053-456-7061
 　　　　　　　　　　　　　　　  
三重県四日市市安島1丁目6番14号 ラ・テラビル4階 TEL.059-350-5211

長野県長野市栗田950-1 東峯プレイス1階 101号室 TEL.026-269-0230

長野県松本市深志1-1-2 朝日生命保険相互会社松本ビル2階 TEL.0263-37-1199

石川県金沢市広岡1-1-35 金沢第2ビル2階204号室 TEL.076-262-7746

富山県富山市新桜町4-28 朝日生命富山ビル3階 TEL.076-471-7061

大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル21階 TEL.06-6450-4758

滋賀県近江八幡市鷹飼町1526 YP2-1階 TEL.0748-31-0012

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル3階 TEL.092-415-5301

岡山県岡山市北区下石井1-1-3 日本生命岡山第2ビル新館4階 TEL.086-221-0531

島根県出雲市渡橋町398 正友ビル3階 TEL.0853-20-1260

広島県広島市東区光町1-10-19 日本生命広島光町ビル1階 TEL.082-263-6161

山口県山口市小郡高砂町2-29 TEL.083-972-8030

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル3階 TEL.092-415-5301

福岡県京都郡苅田町神田町1-7-1 渡邊ビル2階 TEL.093-436-6311

神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1日総工産新横浜ビル TEL.045-476-4121

宮城県栗原市栗駒鳥沢山王下54-81 TEL.0228-24-8233

長野県岡谷市今井2075-615 TEL.0266-21-7711

福岡県豊前市今市86-1 TEL.0979-84-6968

群馬県太田市下浜田町370-18 TEL.0276-47-0138

静岡県浜松市中区砂山町330-11 日総第二ビル ３階

愛知県豊田市土橋町4丁目50番地1 TEL.0565-85-8580

13 14

〒330-0854

愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30 名古屋三井ビルディング201B TEL.052-728-0513

2021年6月現在
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〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-4-1日総工産新横浜ビル 
TEL.045-476-4121（大代表） FAX.045-476-4521
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