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市村  和幸

パーソルプロセス＆テクノロジーは、人・プロセスデザイン・テクノ
ロジーの3つの力によって、お客様の様々なビジネスプロセスを変
革に導くことで、「はたらいて、笑おう。」の世界を実現いたします。
少子高齢化による生産労働人口減少という課題に対する解決策は、
「はたらく人を増やすこと」と「一人ひとりの生産性を向上させてい
くこと」のいずれかです。
はたらく意思のある方に積極的に参加いただき、人と仕事の適切な
マッチングを通じて社会全体で適材適所を推進していくことに加
え、テクノロジーを活用しながら業務のあり方を変えていくことが、
今後の「仕事」や「はたらき方」に対し大きな影響をもたらします。
その中で、私たちは、お客様の生産性向上を徹底的に推進すること
を使命とし、AIやIoTなどのテクノロジーを活用したDXの推進、
RPA導入を含めたコンサルティング・アウトソーシングを通じて、抜
本的にビジネスプロセスを変革いたします。
私たちは社会問題に正面から向き合い、社会の役に立つ会社であり
たい、正解のない課題に対しても失敗を恐れずチャレンジしていき
たいと考えています。パーソルプロセス＆テクノロジーは、お客様か
ら選ばれ続ける企業を目指し、挑戦してまいります。
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2023年2月時点

パーソルグループ経営体制

Staffing

Strategic Business Unit Specialized 
Services

R&D
Function Unit

CareerTechnology Asia Pacific

パーソルテンプスタッフ
パーソルエクセルHRパートナーズ
パーソルファクトリーパートナーズ
パーソルマーケティング
アヴァンティスタッフ
パーソルフィールドスタッフ

パーソルキャリア
パーソルキャリアコンサルティング
PERSOL Global Workforce
ベネッセi-キャリア※ 

パーソルクロステクノロジー
パーソルAVCテクノロジー

（経験者、新卒）
■人材紹介

（設計・実験）
■エンジニアリング

（IT・機電エンジニア）
■人材派遣 ■転職メディア、ダイレクトソーシング

■副業・兼業・フリーランス支援
■再就職支援
■外国人材就労支援

（事務、研究、臨床開発、販売、軽作業、
工場職種等）

■人材派遣

（臨床開発、販売、軽作業、工場職種）
■業務委託/請負
■紹介予定派遣／人材紹介

PERSOL Asia Pacific
PERSOLKELLY
Programmed

■人材派遣
■人材紹介
■設備・施設メンテナンス
■アウトソーシング
■人事・労務コンサルティング
■教育、研修
■デジタルソリューション
■訪問介護

■新規デジタルプロダクト開発
■インキュベーションプログラム

■シンクタンク
■人事・組織コンサルティング
■教育、研修
■障害者採用・就労支援
■コーポレートベンチャーキャピタル

パーソルイノベーション
ミイダス
シェアフル
ポスタス

パーソル総合研究所
パーソルダイバース
パーソルネクステージ
パーソルファシリティマネジメント
パーソルベンチャーパートナーズ

主要会社

主要ブランド

BPO

（事務、官公庁、採用、営業、
デジタルマーケティング、コールセンター、
ICT）

■BPO

■IT・業務コンサルティング
■デジタルソリューション、システム開発
■ヘルスケアサービス

パーソルＢＰＯ
パーソルプロセス＆テクノロジー
パーソルワークスデザイン
ラクラス

※BPO SBUにはパーソルテンプスタッフの一部事業（BPO事業本部）も所属します。　※主要な連結子会社および関連会社を掲載しております。　※ベネッセi-キャリアは連結対象外です　※2023年４月1日時点



市村  和幸

パーソルプロセス＆テクノロジーは、人・プロセスデザイン・テクノ
ロジーの3つの力によって、お客様の様々なビジネスプロセスを変
革に導くことで、「はたらいて、笑おう。」の世界を実現いたします。
少子高齢化による生産労働人口減少という課題に対する解決策は、
「はたらく人を増やすこと」と「一人ひとりの生産性を向上させてい
くこと」のいずれかです。
はたらく意思のある方に積極的に参加いただき、人と仕事の適切な
マッチングを通じて社会全体で適材適所を推進していくことに加
え、テクノロジーを活用しながら業務のあり方を変えていくことが、
今後の「仕事」や「はたらき方」に対し大きな影響をもたらします。
その中で、私たちは、お客様の生産性向上を徹底的に推進すること
を使命とし、AIやIoTなどのテクノロジーを活用したDXの推進、
RPA導入を含めたコンサルティング・アウトソーシングを通じて、抜
本的にビジネスプロセスを変革いたします。
私たちは社会問題に正面から向き合い、社会の役に立つ会社であり
たい、正解のない課題に対しても失敗を恐れずチャレンジしていき
たいと考えています。パーソルプロセス＆テクノロジーは、お客様か
ら選ばれ続ける企業を目指し、挑戦してまいります。

716

6 675 137

4004 2021年度実績

2022年3月31日時点
※臨時雇用者数を含む 2023年4月1日時点

2023年2月時点

パーソルグループ経営体制

Staffing

Strategic Business Unit Specialized 
Services

R&D
Function Unit

CareerTechnology Asia Pacific

パーソルテンプスタッフ
パーソルエクセルHRパートナーズ
パーソルファクトリーパートナーズ
パーソルマーケティング
アヴァンティスタッフ
パーソルフィールドスタッフ

パーソルキャリア
パーソルキャリアコンサルティング
PERSOL Global Workforce
ベネッセi-キャリア※ 

パーソルクロステクノロジー
パーソルAVCテクノロジー

（経験者、新卒）
■人材紹介

（設計・実験）
■エンジニアリング

（IT・機電エンジニア）
■人材派遣 ■転職メディア、ダイレクトソーシング

■副業・兼業・フリーランス支援
■再就職支援
■外国人材就労支援

（事務、研究、臨床開発、販売、軽作業、
工場職種等）

■人材派遣

（臨床開発、販売、軽作業、工場職種）
■業務委託/請負
■紹介予定派遣／人材紹介

PERSOL Asia Pacific
PERSOLKELLY
Programmed

■人材派遣
■人材紹介
■設備・施設メンテナンス
■アウトソーシング
■人事・労務コンサルティング
■教育、研修
■デジタルソリューション
■訪問介護

■新規デジタルプロダクト開発
■インキュベーションプログラム

■シンクタンク
■人事・組織コンサルティング
■教育、研修
■障害者採用・就労支援
■コーポレートベンチャーキャピタル

パーソルイノベーション
ミイダス
シェアフル
ポスタス

パーソル総合研究所
パーソルダイバース
パーソルネクステージ
パーソルファシリティマネジメント
パーソルベンチャーパートナーズ

主要会社

主要ブランド

BPO

（事務、官公庁、採用、営業、
デジタルマーケティング、コールセンター、
ICT）

■BPO

■IT・業務コンサルティング
■デジタルソリューション、システム開発
■ヘルスケアサービス

パーソルＢＰＯ
パーソルプロセス＆テクノロジー
パーソルワークスデザイン
ラクラス

※BPO SBUにはパーソルテンプスタッフの一部事業（BPO事業本部）も所属します。　※主要な連結子会社および関連会社を掲載しております。　※ベネッセi-キャリアは連結対象外です　※2023年４月1日時点



TIMO Meeting 
（ティモミーティング）
｜ミーティングマネジメントツール｜

AUTOMETA 
（オートメタ）
｜ファイル管理ツール｜



TIMO Meeting 
（ティモミーティング）
｜ミーティングマネジメントツール｜

AUTOMETA 
（オートメタ）
｜ファイル管理ツール｜







TIMO Meetingは、「良い経営会議を効率的に実現できる」サービスです。

様々な企業の、経営会議の運営ノウハウを元に生み出された最適な会議プ

ロセスを実践し、そのプロセスをデジタル化して一元管理できます。

TIMO Meeting を導入することによって、より良い経営会議を効率的に

実現し、迅速かつ最適な意思決定を実現します。

対象：経営企画担当者様

TIMO Meeting 
｜ミーティングマネジメントツール｜
（ティモミーティング）

AUTOMETA は、資料作成・整理の課題を解決するファイル管理ツール
です。過去の社内資料をアップロードするだけで、専門スタッフが設定さ
れたルールに基づいてスライドごとにタグ付け作業を行います。資料作成
時に必要なスライドがタグから検索できるため、約 50％の資料作成時間
の削減が期待できるだけでなく、提案・企画の精度や資料作成品質の向上
に貢献します。

対象：営業・企画部門担当者様　DX推進部門担当者様

AUTOMETA
｜ファイル管理ツール｜
（オートメタ）

MITERAS 仕事可視化は、ホワイトなはたらき方の実現を目指す企業
の人事労務担当者様や、労働時間管理の適正化に取り組まれる現場マネ
ジャー様向けとなる労務管理ツールです。PC の稼働ログを取得するこ
とによって、社員の PC 利用の有無、アプリ使用状況などが可視化でき
ます。勤怠管理システムにて申告された勤務開始・終了時刻と労務実態
を突き合わせることで、法令遵守やはたらき方の見直しに役立てること
ができます。

対象：人事労務担当者様

MITERAS仕事可視化
｜仕事可視化ツール｜
（ミテラス）

Bizer team は、複数メンバーで行う業務分担や進捗共有を可視化し業務
改善につなげることで、チームの生産性を高めるタスク管理ツールです。
チーム内の連携を強化して、ミスや抜け漏れなく日々の業務を行いながら、
プロセス改善を繰り返し、中長期的な課題に取り組む時間を生み出します。
業務をテンプレートとして標準化できるため、定型業務が多い人事や経理
といったバックオフィスでの成功事例が多いほか、メンバー交代が多く多
様なはたらき方が混在する BPO/シェアードでの活用も進んでいます。

対象：管理部門担当者様

Bizer team
｜タスク管理ツール｜
（バイザーチーム）

x:eee は、アルバイト・パート採用活動の煩雑な業務をカンタンに行うこ

とができ、スマートフォンにも最適化されたスマート採用支援ツールです。

無駄な費用をかけずに、最速 1 分で求人媒体への発注が可能なほか、パー

ソルが運営する全国のアルバイト・パート求人情報サイト「アルバイトネ

クスト」への掲載もオンラインでお申し込み可能。お客様に最適なプラン

で採用業務における費用と時間のコスト削減を実現します。

対象：アルバイト・パート採用担当者様

x:eee
｜スマート採用支援ツール｜
（エクシー）

MITERAS 勤怠は、多様な工数・シフトのスムーズな管理を支援するクラ
ウド型勤怠管理システムです。日々の勤務実績の自動集計に加え、個人・
組織のコンディションの推移が可視化されるため、モチベーションの低下
したメンバーへの早期フォローや、業務量の調整といったタイムリーな打
ち手につなげることが可能となります。 
パーソルグループではMITERAS勤怠の導入により、「残業時間管理」「有
給取得管理」における労務担当者の工数削減を実現しています。

対象：人事労務担当者様

MITERAS勤怠
｜勤怠管理システム｜
（ミテラス）

HITO-Linkは「"あつまる "を戦略的に。」をスローガンに掲げ、採用管理
クラウドであるHITO-Link リクルーティングと、タレントプール機能を備
えた採用マーケティングクラウドのHITO-Link CRMを提供しています。
採用担当者や面接官の採用にまつわる業務を楽にする機能をコアに、より
戦略的に母集団を形成するためのデータ活用機能や、タレント（転職検討
前の潜在候補者）とのコミュニケーションと関係構築の機能を通して、戦
略的な採用をご支援します。

対象：中途採用担当者様／新卒採用担当者様

｜クラウド型採用支援システム／採用特化型マーケティングツール｜
（ヒトリンク）

HITO-Manager は、アルバイト・パート採用支援・管理システムです。
集客力、応募率が高い自社採用 HP の作成や世界最大級の求人まとめサイ
トとの連携、検索エンジン最適化 （SEO 対策）を行う機能を搭載し、応募数・
採用数の向上、採用コストの最適化を支援いたします。また、様々な経路
からきた応募者の一元管理や、メール返信・面接設定の自動化が可能なほか、
ワンクリックで分析結果を表示する機能を搭載し、担当者のエ数を削減い
たします。

対象：アルバイト・パート採用担当者様

｜アルバイト・パート採用支援システム｜
（ヒトマネジャー）

HITO-Linkリクルーティング／CRM HITO-Manager
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HITO-Linkリクルーティング／CRM HITO-Manager



主なグループ会社 パーソルＢＰＯ株式会社／パーソルテンプスタッフ株式会社／パーソルクロステクノロジー株式会社／パーソルキャリア株式会社／
PERSOL Asia Pacific Pte. Ltd.／パーソルイノベーション株式会社

子会社 パーソルプロセス＆テクノロジー ベトナム ／ Bizer株式会社 ／ パーソルメディアスイッチ株式会社

1977 年 9月

1980 年 8月

1997 年 7月

2005 年 10月

2007 年 10月

2010 年 10月

2013 年 4月

2013 年 6月

2013 年 10月

2015 年 4月

2016 年 4月

2017 年 7月

2019 年 1月

2019 年 4月

ミリオンソフトサービス株式会社設立

東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社設立

(2015年 4月インテリジェンス ビジネスソリューションズに吸収合併）

株式会社インテリジェンスにて ITアウトソーシングサービス提供開始

(2013 年 4月にインテリジェンス ビジネスソリューションズに事業承継）

株式会社インテリジェンスの完全子会社化

株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズに社名変更

株式会社インテリジェンスホールディングスにて BPOを手がける子会社

株式会社 BPOソリューションズ設立 (2014年 4月にインテリジェンス ビジネスソリューションズに吸収合併）

インテリジェンスグループがテンプグループの一員へ

株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ沖縄設立

(2017 年 7 月パーソルプロセス＆テクノロジーに吸収合併）

株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズベトナム設立

株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ沖縄を IBS Global Bridge に社名変更

テンプスタッフホールディングス株式会社（現パーソルホールディングス株式会社）の子会社化

株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズをパーソルプロセス＆テクノロジー株式会社に社名変更

Bizer 株式会社を完全子会社化

株式会社イマジカ角川エディトリアルを子会社化、パーソルメディアスイッチ株式会社に社名変更

登録範囲　豊洲本社における以下の各サービス管理・運営業務
①コンサルティング　②システムソリューション　③アウトソーシングソリューション
④人材の採用、育成に関わる課題解決ソリューション及び自社サービス　⑤事業統括部門（バックオフィス業務）

登録範囲に含まれるその他事業所
関西支社 [①②③⑤]、東京コンタクトセンター [③]、初台コンタクトセンター [③]、札幌第 1コンタクトセンター [③]、
札幌第 2コンタクトセンター [③]、札幌第 3コンタクトセンター [③]、札幌第 4コンタクトセンター [③]、
仙台第 1コンタクトセンター [③] 、仙台第 2コンタクトセンター [③]、仙台第 3コンタクトセンター [③]、
赤坂オフィス [③]、名古屋オフィス [①②]、福岡オフィス [②]、沖縄オフィス [②]、
パーソルメディアスイッチ株式会社 秋葉原オフィス [①⑤]

ISO27001：

代表取締役社長 市村 和幸
取 締 役 大友 潤
執行役員 小野 隆正
執行役員 山本 康文
執行役員 泉 忠治
執行役員 小野 陽一
執行役員 橋口 真

5,727名　（2023年 3月 1日時点）
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