
CORPORATE DATA

会社概要
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グループ業績・体制

人材の総合プロデュース企業

： 44 社（国内：42     海外：2）関　連　 会　社

： 14,700 名（単体）従　業　 員　数 18,900 名（連結）

：売　　　　  　上 669 億（単体）1,164億（連結）

行政総合事業部 ( 本社 ) にて認証取得

2601
907
151

ISO 27001 / ISO 9001 / ISO 14001

エイジェックは「人材の総合プロデュース企業」として人と企業を総合的にサポートしています。

・新卒積極採用 (2023 実績 1,443名 )
・外国人材の雇用開発
・シニア人材の雇用開発

・全国 46 拠点のOJT 教育拠点
・都道府県認定職業訓練校
・推奨資格保有者数 5,447 名

・幅広い専門サービス
・新規事業の開発
・パートナ企業との協業

雇用開発 人材開発 事業開発



BUSINESS FIELD

事業展開

幅広い産業で事業と雇用を開発しています。

研究開発（バイオ・化学）
設計開発（機械・電気・IT）
製造派遣・請負　生産自動化サポート
商品開発マーケティング

中央省庁が行う各種事業の受託
市区役所窓口業務
就労支援事業受託　地域街づくり事業

接客販売業務　施設管理
警備（施設・イベント）
イベント対応（スポットワーク）
受付　ショールーム

空港内業務（免税店スタッフ・グランドスタッフ・
グランドハンドリング）
カウンター受付　チケット窓口
施設管理　警備

外国人材活用コンサルティング
ビザ申請代行　海外進出支援
語学人材派遣（日本・韓国・ロシア）　
通訳　翻訳

建設技術者派遣（施工管理・設備・プラント）
建築設計・施工
施設管理（ビル・工場・公共）　
公共分野土木コンサルティング　造園

建設分野

メーカー分野

商業施設分野

官公庁・行政分野

国際分野

公共交通分野



BUSINESS FIELD

農林水産分野

スポーツ・文化分野

医療・福祉分野

ＢＰＯ業務サポート分野

オフィス・金融分野

コンサルティング分野

学校・教育機関分野

アスリートマネジメント　アスリートキャリア支援
トレーナー事業　スポーツ施設運営
プロ野球球団の運営　グッズ企画制作
映像コンテンツ制作配信　雑誌・書籍の出版販売

種苗事業　農園経営
ＥＣ通販サービス
農産品生産加工

就活キャリアサポート（キャリア教育・キャリアセンター受託運営）
学校内業務受託
専門学校運営　教育研修　セミナー開催
進路進学支援　就労支援　研究支援

人事・経理・総務代行（給与計算・保険手続）
働き方改革コンサルティング　業務の電子化・効率化
営業事務・事務受託（ＢＰＯ）

労務コンサルティング　内部監査支援
教育研修就労支援　社会保険労務士業
行政書士業

健康診断実施管理業務代行
医師・看護師・技師の人材紹介
クリニック運営　健康経営コンサル
メンタルヘルス支援

事務派遣　事務受託（ＢＰＯ）　
データ入力　データ処理
コールセンター
顧客対応業務（銀行・生損保・証券）



GROUP COMPANIES

専門グループ法人（44法人）
特色ある専門法人の連携で、総合的な対応を可能にしています。

採用・教育・就労支援

（株）キャリアパートナーズ シニア人材顧問紹介・専門コンサルティング

はぴシェア ひとり親家庭（シングルマザー）に対する就労支援

（株）能力開発 法人・個人向け教育研修、職業能力の開発 

総務業務のアウトソーシング一括窓口、
内部監査支援コンサル事業・内部監査トレーニング

（株）総務の窓口

社会保険労務士法人 トップアンドコア 社会保険労務士業（社会保険手続き代行、給与計算代行）

行政書士法人 グローアップ 行政書士業（外国人 VISA 申請代行、建設関連許認可申請）

労務コンサルティング、派遣元責任者講習会実施機関、
有料職業紹介責任者講習実施機関

（株）フィールドプランニング
労務・コンサル

事務・ＢＰＯ

（株）エイジェックフレンドリー

リバーベル（株）

（株）エイジェックトータルワーク

障がい者雇用推進　特例子会社（事務処理受託） 

事務受託／BPO（データ入力／データ処理）

レンタル事業、ソフトウェア受託・請負開発 

（株）オフィスプロ 事務受託／BPO（業務代行）

人材の総合プロデュース

総合人材サービス

（株）エイジェック

一般社団法人 全日本教育研究会 学生及び社会人に対する教育講座、教室の経営、
教育コンサルティング全般

人事、BPO、働き方改革コンサルティング（株）エイジェック人事サービス

（株）AGKシェアードサービス 事務受託／BPO（財務・経理・総務）

学校法人 エイジェック学園 専門学校の運営

（株）BioLab Meister バイオＤＸ人材の育成、研究支援、産学連携

（株）エイジェック保険サービス 保険代理店事業（損害保険・生命保険 各種取扱い）

総合 BPO（官公庁自治体、企業、教育機関　等）

総合ＢＰＯ

（株）エイジェックグループ

マーケットリサーチ・モニター被験者募集（株）エイジェックマーケティングリサーチ

調査・マーケティング



GROUP COMPANIES

アルファビリティ（株）

関連医療機関 医療法人社団 豊栄会

医療・福祉
医師・看護師・技師など、医療関連分野の人材サービス ,
健康診断実施管理業務代行サービス

一般外来診療／健康診断／人間ドック／巡回健診

造園・農業

農業生産法人  （株）エイジェックファーム 農産物の生産・加工・販売

造園修景及び生活環境緑地の設計・施工・管理

宇都宮種苗（株）

（株）ウタネ

（株）横山造園

種子製造加工・グリーンサービス

野菜種子及び園芸用花種子・球根の卸業

スポーツ・文化

（株）ウィンプロモーション 応援グッズ、記念品、ノベルティーの企画提案、制作、販売

（株）RIGHTS. アスリートのマネジメント事業、スポーツイベントの企画・運営

（株）ライツ・ツアー・サポート 旅行事業（スポーツチームのツアーサポート）

（株）栃木県民球団 野球の興行・野球教室・各種スポーツイベントの企画運営

（株）メディアプロ メディア運営事業、映像制作事業

一般社団法人 スポーツキャリアクリエーション アスリート・スポーツ文化人による講演会、スポーツ教室運営

建設

（株）高島テクノロジーセンター 

（株）ユニバーサル建設

都市環境整美（株）

建設・土木コンサルティング

建築設計・施工請負 

環境施設管理、ビル・工場・マンション総合管理、警備

（株）アシスト＆ソリューション ビルメンテナンス・環境技術

不動産企画、開発、リーシング、プロパティマネジメント（株）エイジェック都市開発

人材紹介、人材派遣
人事・雇用コンサルティング（採用・教育・人事制度）

人材紹介、ロシア進出コンサルティング
人事・雇用コンサルティング（採用・教育・人事制度）

（株）エイジェック・コリア
AGEKKE KOREA CORP.

（有）エイジェック・ロシア
AGEKKE RUSSIA LLC.

国際

（株）エイジェックスポーツマネジメント スポーツ総合マネジメント事業 /アスリートセカンドキャリア
支援 /スポーツ施設運営 /スポーツアカデミー

関連医療機関 医療法人社団 健暉会 一般外来診療／健康診断／人間ドック／巡回健診

（株）アスリートマガジン 雑誌・書籍の出版販売／各種印刷物の企画

（株）エイジェック・スマイル 障がい福祉サービス（就労支援）

エンジニアリング

（株）エイジェックO＆Mインテグレート 装置・ロボット・ICT 機器・ 電気機械器具・住宅設備・
建材商品に関する保守運用、修理リペア、生産受託



NETWORK

雇用開発センター

全国 71 拠点ネットワーク

ロシアRussia AGEKKE RUSSIA LLC.（モスクワ）

韓国Korea AGEKKE KOREA CORP.（ソウル）

海外拠点

（11拠点）北海道・東北

（北海道）　  札幌　千歳

（秋田県）　  秋田

（岩手県）　  北上

（山形県）　  山形

（宮城県）　  仙台　古川

（福島県）　  福島　郡山　須賀川

　　　　  　白河

（17拠点）関東

（群馬県）　  高崎

（栃木県）　  宇都宮　小山

（茨城県）　  つくば

（埼玉県）　  大宮　久喜　熊谷

（東京都）　  新宿　新宿西

　　 　 　　丸の内　品川 　八王子

（千葉県）　  千葉　柏

（神奈川県）横浜　海老名　相模原

（7拠点）東海

（静岡県）　  静岡　沼津　浜松

（愛知県）　  名古屋　刈谷　  一宮

（三重県）　  四日市

（11拠点）甲信越・北陸

（山梨県）　  甲府

（長野県）　  長野　上田　松本

（新潟県）　  新潟　長岡　魚沼　上越

（石川県）　  金沢

（富山県）　  富山　黒部

（7拠点）関西

（京都府）　  京都

（大阪府）　  大阪　

（兵庫県）　  神戸　伊丹　姫路　太子

（和歌山県）和歌山

中国・四国

（岡山県）　  岡山　瀬戸内

（広島県）　  広島　福山

（山口県）　  山口

（香川県）　  高松

（6拠点）

（福岡県）　  福岡　北九州　宮若

（佐賀県）　  佐賀　鳥栖

（長崎県）　  長崎

（大分県）　  大分

（熊本県）　  熊本

（宮崎県）　  宮崎　延岡

（鹿児島県）鹿児島

（沖縄県）　  沖縄

九州・沖縄（12拠点）

BPO センター
栃木 BPOセンター（栃木県）

コールセンター
新宿コールセンター（東京都）



TRAINING CENTER

職業訓練校
厚生労働省令で定める教科、訓練期間、設備等の基準を満たし、
都道府県知事の認定を受けた訓練を行っています。保全技能、設計技術（CAD）、建築技術などの専門教育訓練

　（北海道）札幌    　（秋田県）秋田　本荘  　（岩手県）北上     （山形県）天童　（宮城県）仙台アエル　仙台　古川

　（福島県）福島　郡山 (2か所)　須賀川　白河           （群馬県）高崎     

　（茨城県）つくば    　（東京都）     東京　品川　新宿

　（山梨県）甲府     　（長野県）上田　松本　（新潟県）新潟　上越　長岡　柏崎

　（富山県）富山　黒部     （静岡県）静岡       （愛知県）     名古屋 (2か所) 

　（大阪府）大阪　    （兵庫県）太子　三田    　（岡山県）瀬戸内　       （広島県）     広島

    （福岡県）福岡　今宿　北九州　    （熊本県）熊本 

建設総合技術センター

（東北エリア）仙台 　　 （関東エリア）御徒町　　

（東海エリア）名古屋　  （関西エリア）大阪　　（九州エリア）福岡

建設分野の技術訓練拠点

工場／開発センター
　長野工場　八王子ソフトウェア開発センター

エイジェックグループは社員の専門的な技術、技能の習得を目的に
職業訓練校、建設技術センターを全国で運営しています。

OJT教育拠点（46拠点）

建設
建築士
技術士 /技術士補
RCCM
建築施工管理技士
電気工事施工管理技士
電気通信工事施工管理技士
土木施工管理技士
管工事施工管理技士
造園施工管理技士
建設業経理士
建築CAD検定
測量士 /測量士補
計装士
建築設備士
消防設備士
コンクリート技士・主任技士
コンクリート診断士
宅地建物取引士
建築設備検査員
建築 CAD検定
JR 工事管理者
インテリアコーディネーター
カラーコーディネーター

警備
警備員指導教育責任者
警備業務検定（交通誘導・雑踏・施設）

保全
機械保全技能士
機械検査技能士
産業用ﾛﾎﾞｯﾄ特別教育ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
自主保全士
マイクロソルダリング技術資格
ロボット SI 検定

I T
情報処理安全確保支援士
AWS認定資格
Google 認定プロフェッショナル
Google 認定 Associate Cloud Engineer
Oracle Certified Java Programmer
LinuC (LPIC)
ITIL ファンデーション
ITパスポート
基本情報技術者
応用情報技術者
ORACLE MASTER
情報セキュリティマネジメント試験
情報セキュリティ管理士認定試験
シニアモバイルシステムコンサルタント
.comMaster
Cisco Certified
PHP 技術者認定
モバイルシステム技術検定試験
Ｇ検定
Ｅ資格

R&D
危険物取扱者
バイオ技術者

接遇
TOEIC
コンタクトセンター検定
サービス接遇検定
接客販売技能士

事務
税理士
公認会計士
証券アナリスト
社会保険労務士
行政書士
全国通訳案内士
文書情報管理士
通関士
ファイナンシャルプランニング技能士
日商簿記
日商PC検定
証券外務員
衛生管理者
医療事務 /医師事務作業補助者
MOS Excel/Word/PowerPoint
国際秘書検定
貿易実務検定
医療通訳技能認定試験
秘書技能検定
ビジネス実務法務検定
VBA Expert Excel
kintone CERTIFIED
Fundamentals 認定資格
Associate 認定資格

　

技能
職業訓練指導員
電気工事士
エネルギー管理士
冷凍機械責任者
電気機器組立て技能士
ボイラー技士
半導体製品製造技能士

技術
電気主任技術者
3次元CAD利用技術者
2次元CAD利用技術者
機械設計技術者
ディジタル技術検定
電気通信主任技術者
建築物環境衛生管理技術者
陸上特殊無線技士

推奨資格

分野毎に推奨資格を定め、社員の資格取得に取り組んでいます。（抜粋）

コンサルティング
中小企業診断士
情報処理技術者試験（SM、PM、ST）
キャリアコンサルタント
ビジネス・キャリア検定
PMOスペシャリスト認定資格
プロジェクトマネジメント（PMS、PMC）



コンプライアンス安心宣言

COMPLIANCE

エイジェックグループは当たり前のことを当たり前に取り組み
人と真剣に向き合う企業グループとして、以下の事項を守ります。

＊個人情報保護法に則り個人情報を適切に取り扱います。

個人情報保護方針・保護規定を定め、その適正な取得、使用、保護に努めております。
また、 （株）エイジェック、（株）総務の窓口、アルファビリティ（株）、都市環境整美（株）、リバーベル（株）、
（株）アシスト＆ソリューションはプライバシーマークを、社会保険労務士法人トップアンドコアはＳＲＰ認証を、
（株）エイジェック 行政総合事業部（本社）は ISMS 認証（ISO27001）を取得しております。

＊納税の義務、社会保険料の納入義務につきまして滞納はいたしません。
各種税法及び会計基準を遵守し、不適切な経理処理は一切いたしません。

＊入管法に則り適正に外国人労働者を雇用いたします。
就労可能な在留資格の確認を行ったうえで採用し、雇用保険加入時に、在留資格、在留期限、国籍等を
記載して届け出ております。また、日本人と同様に社会保険に加入させております。

＊障がい者の雇用に積極的に取り組み、法定雇用率の達成に努めます。

特例子会社：㈱エイジェックフレンドリーを設立するなど、社会で活躍できる障がい者の育成に
取り組んでおります。弊社の障がい者雇用率は 2.33％です。
（ エイジェックグループはグループ適用制度を採用しております。2022 年６月１日現在 ）

＊反社会的勢力との関係はございません。
万一、反社会的勢力が介入してきた場合には、毅然とした態度で臨み警察当局と連携し
適切に対応いたします。 

＊人権ならびに労働者の権利を守ります。

従業員の人権を守り、労働者としての権利（団結権など）を尊重します。また児童労働、強制労働は
一切いたしません。 

労働基準法、労働者派遣法、労働安全衛生法を遵守し、公正で適正な企業活動を展開します。

＊雇用開発に取り組む企業グループとして労働関連法令を遵守し、適正な雇用開発に取り組みます。



BUSINESS CONTINUITY

事業継続計画（BCP）安心宣言

エイジェックグループは雇用を守るために
BCP(事業継続計画)を定め、有事に備えます。

２．事業継続計画について
基幹業務を停止しないため、初動対応の取り決め及びデータセンター活用などの取組みを徹底します。
緊急連絡の整備及び、訓練を行うことで、有事の連絡体制に備えます。

３．全社対応について
本社災害対策本部（もしくは、代替対策本部）を即座に立上げ、情報の収集と意思決定を迅速に行います。

４．被災事業所の復旧について
被災事業所の復旧（設備の移動、点検、構内の清掃）に向け、協力をいたします。

５．お客様の事業継続計画について
お客様の事業継続における対応策（代替事業所での業務継続）に関して、全面的に協力いたします。

【項目の内容】

安否確認体制を整備し、迅速に情報を収集致します。
お客様に関係する社員の安否情報（本人・家族の安否・出勤の可否）については 24h 以内に報告します。

１．安否確認と第一報について

顧客企業の事業維持に最大限貢献いたします。

１．全従業員の安否確認を迅速に行い、顧客へ状況報告をいたします。

２．被災事業所の復旧（現場の整備）に協力いたします。

３．対策本部の設置を迅速に行い、事態の把握、収束に全社一丸となって対応いたします。

※本社災害対策本部　：　東京都新宿区西新宿 1-25-1（新宿センタービル 46階）03-3349-8206
※代替災害対策本部　：　大阪府大阪市北区大深町 3-1（グランフロント大阪タワーＢ 14Ｆ）06-6371-5400

【安心宣言の項目】


