
派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 354,154円 前々期 363,193円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 18,256円 前々期 17,632円

前期 12,496円 前々期 12,128円

前期 409社 前々期 452社

前期 31.6% 前々期 31.2%

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【本店】
所在地：東京都墨田区太平１－１４－１　２Ｆ
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。

前期 909人 前々期 992人



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 317,308円 前々期 333,638円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 17,392円 前々期 16,704円

前期 11,848円 前々期 11,312円

前期 49社 前々期 59社

前期 31.9% 前々期 32.3%

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【東海圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【東海中央支店】
所在地：愛知県名古屋市中村区名駅４－１３－７　西柳パークビル７Ｆ
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。

前期 63人 前々期 86人



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 299,874円 前々期 300,150円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 17,144円 前々期 16,368円

前期 11,544円 前々期 11,064円

前期 51社 前々期 46社

前期 32.7% 前々期 32.4%

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関西圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【関西中央支店】
所在地：大阪府大阪市北区太融寺町５－１５　梅田イーストビル４Ｆ
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。

前期 62人 前々期 59人



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【東京中央支店】
所在地：東京都新宿区西新宿７－１０－１２　ＫＫＤビル６０２　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【城東支店】
所在地：東京都墨田区太平１－１６－７　馬場ビル２Ｆ　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【西東京支店】
所在地：東京都立川市錦町２－１－１０　松寿ビル３Ｆ－Ａ号　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【神奈川中央支店】
所在地：神奈川県横浜市西区南幸２－２０－１２　タイヨウビル４０１　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【京浜支店】
所在地：神奈川県川崎市川崎区砂子１－８－６　長谷川ビル４０２号室　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【神奈川西支店】
所在地：神奈川県厚木市中町３－５－３　パークビル２階２０２号室　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【さいたま中央支店】
所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－１７７－１０　小山ビル３Ｆ　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【埼玉西部支店】
所在地：埼玉県所沢市くすのき台３－１８－２　マルナカビレッジ壱番館１階Ｃ号室　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【埼玉東部支店】
所在地：埼玉県越谷市瓦曽根３－７－３３　武藤ビル３Ｆ　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【埼玉北支店】
所在地：埼玉県熊谷市筑波１－１７３　筑波ビル５Ｆ　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【京葉支店】
所在地：千葉県船橋市印内町６０３－１　田中ビル４１２　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【常磐支店】
所在地：千葉県柏市旭町１－７－１２　スワンビル３Ｆ　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関東圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【千葉中央支店】
所在地：千葉県千葉市中央区富士見２－１６－４　三社プラザ７０３号室　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【東海圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【尾張支店】
所在地：愛知県一宮市栄３－８－１７　レヴァンテビル６０２　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給



派遣労働者の数

派遣先の数

マージン率

派遣料金1日あたりの平均額 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の賃金の平均 ※1日8時間あたり換算

派遣社員の月額賃金の平均 ※(算出参考=月間23日割増含み就業での月額算出)

教育訓練に関する事項

・OFFJT導入研修・安全衛生教育

・就業後におけるOFFJT研修・事故安全指導

（1H～1.5H）

　 対象：就業候補者及び待機中候補者

（1H）

対象：就業決定者及び待機中候補者

（24H～36H程度）

対象：派遣中就業者

（2H）

対象：派遣中就業者

（1H）

対象：派遣中就業者

対象：派遣中就業者、待機者

（8H）

対象：派遣中就業者（概ね1年程度経過者）、待機者

【キャリアコンサルティングサポート窓口】

電話番号：03-5619-4636

メールアドレス：career@ex-agent.co.jp

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項に基づく情報提供【関西圏】

「労働者派遣法第23条第5項」の規定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業の情報を提供いたします。
対象期間：2019年7月1日～2020年6月末日

■株式会社エクスプレス・エージェント【兵庫支店】
所在地：兵庫県神戸市中央区八幡通４－２－９　フラワーロードビル１００３　／　（登録センター）
労使協定を締結しているか否か　：　否　　※待遇決定方式は労使協定方式ではありません。
※登録のみの拠点のため、派遣実績はありません。

前期 0人 前々期 0人

前期 0社 前々期 0社

前期 0% 前々期 0%

0円

①導入研修・安全衛生教育 スタッフ登録時は無償かつ無給・就業前の確認時は無償かつ有給

前期 0円 前々期 0円

前期 0円 前々期 0円

④適性安全運転教育 無償かつ有給

前期 0円 前々期

②就業前研修 無償かつ有給

③業務別ＯＪＴ教育 無償かつ有給

■マージン率に含まれるもの
・社会保険料　　：雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険
・福利厚生費　　：派遣労働者が取得する有給休暇・健康診断・ストレスチェック等
・教育研修費　　：資格取得・技能講習・適性診断・初任診断等の受講費
・事故賠償費　　：派遣労働者による事故賠償費の会社負担費
・派遣元会社経費：営業担当者等の人件費、賃借料、募集広告費、通信費等
・営業利益

⑤業務品質向上教育 無償かつ有給

⑥スキルアップ及び資格取得支援制度 有償かつ無給

⑦中長期キャリア形成教育 無償かつ有給


