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。
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、女性や高齢者、外国人などの労働力を積極的に活用
していくことに加え、テクノロジーを活用することで、業務のあり方
や人と組織の関係性そのもの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の活用や、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。

約

5 4,700

629

2021年3月末時点

※臨時雇用者数を含む

2022年2月時点

132
約

2022年4月1日時点

3 5,500

2020年度実績

パーソルグループ戦略ビジネスユニット
（Strategic Business Unit）体制
サービス例

Professional Outsourcing
Strategic Business Unit

Staffing
Strategic Business Unit

Career
Strategic Business Unit

■アウトソーシング（IT・業務）
■デジタルソリューション、
システム開発
■IT・業務コンサルティング
■エンジニアリング（設計・実験）
■人材派遣（IT・機電エンジニア）

パーソルプロフェッショナルアウトソーシング
パーソルプロセス & テクノロジー
パーソルＲ＆Ｄ
パーソルテクノロジースタッフ
パーソルAVCテクノロジー

■人材派遣
（事務、研究、臨床開発、販売、軽作業）
■アウトソーシング
（事務、官公庁事業、
コール・ヘルプデスク、
CRO、製造）
■紹介予定派遣／人材紹介

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
パーソルワークスデザイン

■人材紹介（中途採用、新卒採用）
■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
■キャリア自律支援
■再就職支援

Solution

■デジタルソリューション
（人材採用、人材管理、教育）

Strategic Business Unit

■インキュベーションプログラム

Asia Pacific
Strategic Business Unit

Specialized Services

中核会社・主要会社・代表ブランド

■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
■訪問介護
■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
■コーポレートベンチャーキャピタル
■外国人材活躍

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

パーソルイノベーション

PERSOL Asia Paciﬁc
PERSOLKELLY
Programmed Maintenance Services

パーソル総合研究所

パーソルファシリティマネジメント

パーソルチャレンジ

パーソルベンチャーパートナーズ

パーソルサンクス

PERSOL Global Workforce

パーソルネクステージ
※ ベネッセi-キャリアは連結対象外です。

日本の労働人口が減少している昨今、経営環境の変化や人材不足など
お客様を取り巻くビジネス環境も変化しています。
お客様からのニーズも多様化し、技術的にも、サービス面においても、より高度な対応が求められています。
パーソルプロセス & テクノロジーは、これまで多くのお客様を支援し、培ってきた強みである
「人」
「プロセスデザイン」
「テクノロジー」という 3 つの力を使ってお客様の業務の生産性を高め、
はたらき方までも変えていき、お客様のビジネスプロセスの変革を実現いたします。

これまで高度な技術力やプロセス運営力で多くの
お客様の経営課題を解決してきました。
その中で、
より高いレベルでビジネスを加速させていくため
には、技術や運営力だけではなく、そこではたらく
社員やお客様自身のモチベーションが重要である
ことを認識し、組織風土や環境の改善、人材マネジ
メントカの強化など様々な取り組みを行っていま
す。
その
「人」
の力こそが、生産性の向上、成果に結
びついています。

業務における課題をアウトソーシングやシステム

人材の知見やノウハウを最大限に活かした人事・

ソリューションで解決し、プロセス設計や構築力、

労務向けのシステム開発だけでなく、多くのお客

開発力など多くのノウハウを培ってまいりまし

様の業務課題を高い技術力と高品質なシステムで

た。そのノウハウを独自のプロジェクト運営メソ

解決しています。
また RPA や AI、IoT など、最新の

ッドや開発標準にも落とし込み、活用しています。

テクノロジーを活用したソリューションも提供し

プロジェクトを成功に導くための要素を標準化

ています。

し、品質を向上させ、お客様の業務におけるプロセ
スをデザインしています。

・人事 DX
・製造業 DX
業務アウトソーシングやシステム開発・運用だ

・AI・ロボティクスソリューション

けでは解決できない、お客様が直面している課

・組織・人事コンサルティング

題や、将来起こりえる問題に対し、お客様と共

・ビジネスプロセスコンサルティング

CRM

（ヒトリンクシーアールエム）

に考え実行し、共に成果を創出いたします。

採用特化型マーケティングツール

（ヒトマネジャー）

・IT コンサルティング
・IT マネジメント・システム開発
・クラウドソリューション

x:eee

（エクシー）

スマート採用支援ツール

・モバイルアプリ開発
・グローバルチーム型オフショア開発

（ミテラス）

MITERAS 仕事可視化

（ミテラス）

｜仕事可視化ツール｜

・ICT アウトソーシング
・エネルギービジネスアウトソーシング
・サイバーセキュリティ
・コンタクトセンター
・デジタルマーケティング
・セールスアウトソーシング

Bizer team

（バイザーチーム）

｜タスク管理ツール｜

コンサルティングだけではなく、

ローコード開発が可能な RPA や AI-OCR

働き方改革の専門家集団として、

パーソルグループ全体のソリューションを

など、AI・ロボティクスソリューションを

クライアントの直面している課題や、

統合したサービスの提供、人材コアサービス、

多くのパートナーと共に提供、

将来起こりえる問題に対し、共に考え、

BPO、HR ソリューションなど、

常に最新のテクノロジー動向をキャッチし、

共に打ち手を決め、共に実行し、

幅広いご提案が可能です。

最適なソリューションを提案いたします。

共に成果を創出いたします。

人事 DX

AI・ロボティクスソリューション

組織・人事コンサルティング

総合人材サービスであるパーソルグループで

業務コンサルティングで培ったプロセス設計

パーソル総合研究所と連携し、組織・人事に

培ってきた人事領域への知見を活かした、人

力を活かした業務の省力化・自動化サービス

まつわる課題を解決するサービスです。人事

事業務の DX サービスです。人事パッケージ
の導入、BPR、人事データの利活用などを通し、

です。AI-OCR など AI 技術を用いたソリュー

戦略の策定、人事制度設計、人事 DD・PMI など、

ションや RPA 導入支援により、直接・間接
部門の変革を支援します。

豊富な人事領域の知見を活かし、組織・人事

人事部門からの改革を支援します。

課題の解決を支援します。

製造業 DX

ビジネスプロセスコンサルティング

IT・機電領域の知見やグループ工場での実績を
活かした製造業 DX サービスです。ERP 導入
や IoT 基盤構築、ロボット導入など、サプライ

業務コンサルティングで培ったプロセス設計
するサービスです。業務調査などを通し、ヒト・

チェーンにデジタルテクノロジーを積極的に導

プロセス・システムの実態を把握し、課題設

入し、クライアントの QCD 向上を支援します。

定することで着実な BPR の実現を支援します。

力を活かし、直接・間接部門の BPR を実現

約 30 年にも及ぶ SI サービスで培った技術力と、パーソルグループの多様なサービスを支援してきた
構築ノウハウに加え、マーケットのニーズに応える自社プロダクトを開発し、提供しております。
企業・事業課題に合わせ、国内外の最新テクノロジーを活用し、高品質で成果に拘わる

IT ソリューションを提供し、お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）を実現します。

海外におけるエンジニアの

SI サービスで培った技術力と

クライアントニーズを反映させた

パーソルグループでの経験から成る

市場価値の高いアプリ開発や

ネットワークを活かし、

高品質なシステムの構築力を活かし、

クラウドサービスの提供により、

自社サービスの開発や情報収集を通じて、

組織の課題をテクニカルな側面から

多角化する課題を解決いたします。

海外展開する日本企業への

解決いたします。

IT 支援を強化いたします。

IT コンサルティング

クラウドソリューション

グローバルチーム型オフショア開発

企画の立案フェーズからシステム化、実行フェー

常に変化する経営環境において、いかに迅速・柔

ズまで、スピードの速いテクノロジーの進化や経

日本国内での優秀な SE 獲得、中国やベトナ
ムなどのオフショア国での日本語人材の獲得

営環境の変化を洞察し、お客様の戦略実行や問

軟に、意志決定を IT システムや業務プロセスに
反映できるかが重要になってきています。オンプ

題解決に最適な IT 活用の実現を提供いたします。

レからクラウドの活用まで最適なソリューション

を通じて海外の優秀なエンジニアとプロジェ

を提案し、Azure・AWS 等のクラウド環境を駆

クトチームを形成し、英語でのコミュニケー

使して、高品質かつコストパフォーマンスの高い

ションでダイレクトにプロジェクト運営を行

システム基盤の構築・アプリケーション開発を行

うことを前提とした「グローバルチーム型開

うことにより、お客様の DX 化を支援いたします。

発」を推進しています。世界の優秀なシステ

IT マネジメント・システム開発
オープン化に伴い肥大化したシステムの保守

ムエンジニアを活用して、最適なコストで最

サービスは、既存のベンダーに囲い込まれ高コ
スト・低品質になりやすい傾向があります。保
守ベンダーにブラックボックス化されたシステ

高のシステムを提供いたします。

モバイルアプリ開発

ムをパーソルグループのシステム部門や日本を

モバイル機器の多様化・高性能化により、モバ

代表する様々な業種最大手の企業支援で培った

イルアプリの活用が DX ソリューション上も重
要な要素となっています。UI/UX 設計を組み込

保守移管の手法をベースに、システムの可視化
と業務継承によるコスト削減とサービス品質の
向上を実現いたします。

は年々困難になっています。IT ネットワーク

んだ顧客満足度の高いモバイルアプリを提供い
たします。

お客様からお預かりしている業務を

通信事業者、SIer を中心に
2,000 を超えるお客様の業務における

「ISO/IEC20000」やベストブラクティス

継続的に改善・変革することで

課題を解決してきたノウハウを活かし、

「ITIL」をベースに独自の運営マネジメント

組織の進化に貢献いたします。

高品質、高付加価値なサービスを

システムを構築、専門人材を育成し、

提供いたします。

ビジネス成長を支援いたします。

プロセスをデザインする力により

ICT アウトソーシング

エネルギービジネスアウトソーシング

IT サービスマネジメントの品質保証規格

デジタルマーケティング

1,500 を超えるプロジェクト運営経験から構築

主にエネルギー業界のお客様向けに、新規ビジ

顧客管理基盤やマーケティングプロセス全般の設

し た 独 自 の プ ロ ジ ェ クト 運 営 メ ソ ッド

ネスの事業企画・営業といった事業立上げフェ

計・構築から施策実行までデジタルマーケティング

ーズから、業務プロセス設計・構築・運用改善、

に関わる課題解決を支援いたします。
新規顧客の発

「COROPS」による組織運営力と、デジタル技
術を組み合わせた改善活動力により、ビジネス

大規模なオペレーション運営まで幅広い分野の

掘に貢献するプロモーションやクリエイティブ。
CRM

プロセスの進化に貢献いたします。IT インフラ

支援をしています。業界団体と協働した制度そ

の構築やデータ分析による顧客理解の高度化。
案件

やクラウドサービスのユーザーサポート、運用

のものの設計支援やシステム要件等、高い専門

の確度を高めるリードジェネレーション導入・運用

保守から、サービスの企画・立ち上げのプロジェ

性が求められる領域にも参画しております。

クト推進まで、柔軟なプロセス構築とデジタル
活用でお客様の課題解決を支援いたします。

サイバーセキュリティ
セキュリティにおける高い専門性で、セキュリ
ティコンサルティングからプロダクトのインテ
グレーション、運用支援、診断、分析を展開し
ています。要件定義・設計といった上流工程の
みならず、導入後のお客様課題・環境に適した
運用プロセスの設計や管理・改善まで一気通貫
で支援しています。

支援やインサイドセールス支援。
最新のテクノロジ
ーと豊富な経験を持つ人材により、
あらゆる企業の

コンタクトセンター
札幌・仙台・東京に約 1,500 席を保有し、セー
ルス・サポート・BPO 等、あらゆる業務領域の

データドリブンなマーケティングを実現いたします。

セールスアウトソーシング

支援が可能です。コール対応のみならず、媒体、

多くの業務経験で培ったナレッジと、
パーソルなら

WEB、SNS といったあらゆるチャネルをオー

ではのチームマネジメント力をもとに、成果にコ

ダーメイド型で組み合わせて対応いたします。

ミットする高品質なアウトソーシングを実現いたし

また、RPA や AI-OCR の導入による効率化や、

ます。
ナレッジを身に着けた人材が支援するフィー

CRM 構築や BI ツールの導入による可視化等、

ルドセールスから、
IT 製品の高い専門知識を有す

デジタル技術を活用することにより、お任せい

る人材が支援するIT セールス・プリセールス支援、

ただくプロセスの最適化を加速することでお客

そして、営業活動には欠かせないサポート業務

様の生産性向上に貢献いたします。

の最適化まで、営業活動全体を支援いたします。

CRM

（ヒトリンクシーアールエム）

採用特化型マーケティングツール

新卒採用担当者様

中途採用担当者様

新卒・中途採用向けクラウド型採用支援システムです。

転職潜在層にいる優秀な人材に対して転職意欲が顕在化していないタイミ

求人サイトや人材紹介会社等からの応募情報を自動集約し、面接から承諾

ングから、良質なコミュニケーションを通した One to One マーケティ

までの採用プロセスを一元管理いたします。自動メール配信やグループウェ

ングを実現することで、
「認知」から「採用」までつなげる業界初の採用マー

ア連携により煩雑な採用業務を徹底的に効率化すると共に、採用ホームペー

ケティングツールです。SNS のフォロワーやイベント参加者、リファラ

ジや応募フォームの作成、求人まとめサイトとの連携によって応募獲得の

ル紹介や過去応募者等の様々なチャネルで接点を持ったタレントをプール

ための情報発信までご支援可能です。また、豊富な採用ダッシュボード機

することが可能となり、外部環境に左右されず優秀人材と接点を持ち続け

能によってリアルタイムな採用データ分析を実現し戦略的な採用活動を支

ることができます。

援いたします。

（ヒトマネジャー）

x:eee

（エクシー）
スマート採用支援ツール

対象：アルバイト・パート採用担当者様

HITO-Manager は、アルバイト・パート採用支援・管理システムです。

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、

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

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。無駄な費用を

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・

かけずに、最速 1 分で求人媒体への発注が可能な他、パーソルが運営する

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

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

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、

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

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

ける費用と時間のコスト削減を実現します。

たします。

（ミテラス）

（ミテラス）

仕事可視化ツール

MITERAS 勤怠は、社員の勤務状況・勤務コンディションを可視化し、「働

MITERAS 仕事可視化は、昨今企業の取り組みとして必要性が高まって

き方の実態」を評価・分析する勤怠システムです。日々のリアルタイムな

いる「長時間労働の実態把握」「テレワークの推進」に対しての課題を解決

勤務実績が自動で集計されることで、これまで手作業で行っていた煩わし

するツールです。「長時間労働の実態把握」は、お客様が使用されている勤

い集計などの担当者の負荷を削減いたします。

怠システムと連動し、自己申告である勤怠の数値と、PC ログからの実働

また、正しい勤務時間の把握により適切な労働時間マネジメントが可能に

時間の差分を可視化し、勤務時間の実態を把握します。「テレワークの推進」

なることに加え、「働き方改革関連法」にも対応、さらに社員一人ひとりの

では、誰がいつどこで何をしていたかを本ツールで可視化することにより、

コンディションを把握できることで社員の変化をキャッチし、退職の未然

オフィス以外での労務状況を把握し、適切な管理や評価を可能にし、フレ

防止や、マネジメントの是正につなげます。

キシブルな働き方を実現いたします。

Bizer team

（バイザーチーム）
タスク管理ツール

対象：管理部門担当者様

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

ターゲットの企業・団体の社員に巧妙なメール文章でウィルスメールを送

改善につなげる、チームの生産性を高めるタスク管理ツールです。テレワー

りつける標的型メール攻撃は、IT を用いたセキュリティ対策だけでは抑え

クを行う際の課題となる業務の見える化が可能となるため、はたらく場所

られず、社員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることが重要とされて

に左右されることなく、業務プロセスを軸にしたコミュニケーションが実

います。パーソルプロセス＆テクノロジーの「標的型メール攻撃訓練サー

現します。また、継続でご利用いただくことで、お客さま自身での業務改

ビス」は、擬似的な標的型メールを訓練の対象となる社員へ送信し、開封

善が可能となることや、タスク情報が蓄積されることで業務マニュアルと

した社員を特定。開封した社員の属性を元に、集計／分析を実施し、必要

して活用、業務を平準化させ、チームの生産性を高めます。

な対策をアドバイスいたします。この訓練を実施することで、社員のセキュ
リティ意識を可視化することができ、より効果的な教育を実施することが
できます。

社名

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社
（英文： PERSOLPROCESS & TECHNOLOGY CO., LTD.)

資本金

3 億 1,000 万円

従業員数

5,137 名 （2022 年 3 月 1 日時点）

事業内容

業務プロセスコンサルティング、システム開発、アウトソーシング (ICT・エネルギー）
セールスマーケティングサービス、コンタクトセンター、プロダクトソリューション、RPA 導入支援サービス

取締役・執行役員

代表取締役社長

横道 浩一

執行役員

小野 隆正

執行役員

前田 清史

執行役員

山本 康文

執行役員

泉 忠治

設立

1977 年（昭和 52 年）9 月 24 日

決算期

3月

取引銀行

三井住友銀行

事業拠点

豊洲本社、赤坂、初台、大阪、名古屋、札幌、仙台、福岡、沖縄

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-20 豊洲フロント 7F

主な取引業種

IT・通信企業・流通・小売企業・人材サービス企業・教育関連企業・官公庁・自治体・金融機関

URL

https://www.persol-pt.co.jp/

持株会社

パーソルホールディングス株式会社

主なグループ会社

パーソルプロフェッショナルアウトソーシング株式会社／パーソル R＆D 株式会社／パーソルテクノロジースタッフ株式会社／
パーソル AVC テクノロジー株式会社／ PERSOL PROCESS＆TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD. ／
パーソルメディアスイッチ株式会社／ Bizer 株式会社／パーソルテンプスタッフ株式会社／パーソルキャリア株式会社

パートナー

アドビ株式会社／株式会社 UNCOVER TRUTH ／株式会社インターネットイニシアティブ／ NTT アドバンステクノロジ株式会社／
Zabbix Japan LLC ／株式会社セールスフォース・ドットコム／ソフトバンク株式会社／トレンドマイクロ株式会社／
日本マイクロソフト株式会社／株式会社ブレインパット／株式会社マネーフォワード／株式会社マルケト／ UiPath 株式会社／
楽天株式会社

※五十音順・敬称略

1977 年 9 月

ミリオンソフトサービス株式会社設立

1980 年 8 月

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）
1997 年 7 月

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）
2005 年 10 月

株式会社インテリジェンスの完全子会社化

2007 年 10 月

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

2008 年 11 月

IT アウトソーシングのサービスマネジメント独自モデル「 iBiQ 」（アイビック）のリリース

2010 年 10 月

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）

2011 年 2 月

採用管理システム「 HITO-Manager 」（ヒトマネジャー）の提供開始

2013 年 2 月

セールスアウトソーシングの独自メソッド「 B-AEMS 」リリース

2013 年 4 月

インテリジェンスグループがテンプグループの一員へ

2013 年 6 月

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）
2013 年 10 月

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

2015 年 4 月

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

2015 年 7 月

採用支援システム「 HITO-Link （ヒトリンク）リクルーティング」の提供開始

2016 年 4 月

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

2016 年 9 月

労務管理ツール「 MITERAS （ミテラス）仕事可視化」の提供開始

2017 年 7 月

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

2018 年 8 月

勤怠システム「 MITERAS（ミテラス）勤怠」の提供開始

2019 年 1 月

Bizer 株式会社を完全子会社化

2019 年 4 月

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

2019 年 5 月

RPA サービスブランド「パーソルの RPA 」の提供開始

2019 年 10 月

スマート採用支援ツール「 x:eee （エクシー）」の提供開始

2019 年 12 月

採用特化型マーケティングツール「 HITO-Link CRM （ヒトリンク シーアールエム）」の提供開始

ISO27001：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]、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]、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]、初台オフィス [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]
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