
１　一般労働者派遣事業の許可の取消し（法第14条第１項）

1
平成20年8月20日
平成20年9月30日

オールテイク株式会社
［般04-010117］

宮城労働局

2
平成21年8月31日
平成21年9月10日

チャレンジャースタッフ株式会社
［般40-300011］

福岡労働局

注）名称等は処分日現在のもの

２　特定労働者派遣事業の事業廃止命令（法第21条第１項）

1
平成17年5月24日 西多摩産業株式会社

［特13-160007］
東京労働局

2
平成18年1月10日 有限会社サンエイ東海

［特22-090009］
静岡労働局

注）名称等は処分日現在のもの

平成１６年４月以降の労働者派遣事業に係る行政処分

許可の取消し通知日
及び取消し日

名　　称 管轄労働局

命令日 名　　称 管轄労働局
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３　事業停止命令

1
平成17年７月29日
※

株式会社ｃ-style
［般23-040020］

平成17年7月29日から
同年8月31日

愛知労働局

2

平成18年10月3日
※

株式会社コラボレート
［般27-300061］

【姫路営業所】
平成18年10月4日から
同年11月3日
【その他の全ての労働
者派遣事業所】
平成18年10月4日から
同年10月17日

大阪労働局

3

平成19年8月3日
※

株式会社フルキャスト
［般13-300453］

【三宮支店、三宮北口
支店及び元町支店】
平成19年8月10日から
同年10月9日
【その他の全ての労働
者派遣事業所】
平成19年8月10日から
同年9月9日

東京労働局

4
平成19年10月9日
※

有限会社山手工業所
［特28-300164］

平成19年10月16日から
同年11月15日

兵庫労働局

5

平成20年1月11日
※

株式会社グッドウィル
［般13-300094］
［般13-300177］

【浜松北支店等67事業
所】
平成20年1月18日から
同年5月17日
【その他の全ての労働
者派遣事業所】
平成20年1月18日から
同年3月17日

東京労働局

6
平成20年10月3日
※

株式会社フルキャスト
［般13-010733］

平成20年10月10日から
同年11月9日

東京労働局

7

平成20年11月12日
※

株式会社稲生物流企画
［般13-302363］

【本社事業所、三多摩
営業所及び町田営業
所】
平成20年11月14日から
同年12月13日
【その他の全ての労働
者派遣事業所】
平成20年11月14日から
同年11月27日

東京労働局

8
平成21年5月19日
※

有限会社コンドルサービス
［特13-304245］

平成21年5月20日から
同年6月19日

東京労働局

9
平成21年7月16日
※

アルファ電子株式会社
［特07-300292］

平成21年7月17日から
同年8月16日

福島労働局

10
平成21年7月23日
※

辰星技研株式会社
［般13-300059］

平成21年7月25日から
同年8月24日

東京労働局

注１）※　改善命令（法第49条第１項）と併せて実施
注２）名称等は処分日現在のもの

（一般労働者派遣事業の場合：法第14条第２項、特定労働者派遣事業の場合：法第21条第２項）

命令日 名　　称 事業停止期間 管轄労働局
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４　改善命令（法第49条第１項）

1
平成17年6月30日 株式会社グッドウィル

［般13-300177］
［般13-300094］

東京労働局

2
平成17年6月30日 株式会社タイアップ

［般13-300204］
東京労働局

3
平成17年７月29日
※

株式会社ｃ-style
［般23-040020］

愛知労働局

4
平成17年9月30日 株式会社シモムラ

［般13-070227］
東京労働局

5
平成18年10月3日
※

株式会社コラボレート
［般27-300061］

大阪労働局

6
平成19年１月25日 昭和工業株式会社

［般27-080022］
大阪労働局

7
平成19年3月27日 株式会社フルキャスト

［般13-300453］
東京労働局

8
平成19年8月3日
※

株式会社フルキャスト
［般13-300453］

東京労働局

9
平成19年10月9日
※

有限会社山手工業所
［特28-300164］

兵庫労働局

10
平成20年1月11日
※

株式会社グッドウィル
［般13-300177］
［般13-300094］

東京労働局

11
平成20年1月11日 東京労働局

12
平成20年1月11日 グローバルサポート株式会社

［般11-080015］
千葉労働局

13
平成20年1月11日 ヴィプランニング有限会社

[般26-020025］
京都労働局

14
平成20年10月3日
※

株式会社フルキャスト
［般13-010733］

東京労働局

15
平成20年11月12日
※

株式会社稲生物流企画
［般13-302363］

東京労働局

16
平成21年2月23日 アデコ株式会社

［般13-010531］
東京労働局

17
平成21年3月30日 株式会社エム・クルー

［般13-300672］
東京労働局

18
平成21年5月19日
※

有限会社コンドルサービス
［特13-304245］

東京労働局

19
平成21年7月16日
※

アルファ電子株式会社
［特07-300292］

福島労働局

20
平成21年7月16日 有限会社グッドジョブ

［特07-300265］
福島労働局

21
平成21年7月16日 有限会社ランズ・アイ

［特07-300268］
福島労働局

22
平成21年7月16日 有限会社フロンティア

［般07-300054］
福島労働局

23
平成21年7月16日 株式会社チームＡＧＭ

［特07-300339］
福島労働局

24
平成21年7月23日 原燃エンジニアリング株式会社

［特02-300098］
青森労働局

25
平成21年7月23日 株式会社木村管工

［特07-300041］
福島労働局

26
平成21年7月23日 マイティビルド株式会社

［特07-100001］
福島労働局

27
平成21年7月23日 早川工業株式会社

［特08-300107］
茨城労働局

注１）※　事業停止命令（法第14条第２項、法第21条第２項）と併せて実施
注２）名称等は処分日現在のもの

命令日 名　　称

佐川グローバルロジスティクス株式会社
［般13-302542］
［般13-050157］

管轄労働局
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４　改善命令（法第49条第１項）

28
平成21年7月23日
※

辰星技研株式会社
［般13-300059］

東京労働局

29
平成21年7月23日 ＺＡＩエンジニアリング株式会社

［特13-305121］
東京労働局

30
平成21年10月21日 株式会社フジワーク

［般27-150033］
大阪労働局

31
平成21年12月10日 中尾雅春

［特24-300717］
三重労働局

32
平成21年12月10日 山通株式会社

［特24-300651］
三重労働局

33
平成21年12月10日 クローバー

［特24-300066］
三重労働局

34
平成21年12月10日 三木長生

［特24-300153］
三重労働局

35
平成21年12月14日 株式会社トーコー

［般27-130002］
大阪労働局

36
平成21年12月24日 株式会社ウイングメディカル

［般13-040416］
東京労働局

37
平成22年2月8日 株式会社ワークスタッフ

［特24-300474］
三重労働局

注１）※　事業停止命令（法第14条第２項、法第21条第２項）と併せて実施
注２）名称等は処分日現在のもの

命令日 名　　称 管轄労働局
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