
■ パソナグループで見つける！ 仕事・働き方

■ご登録の予約・お問合せは

0120-707-707
www.pasona . co . jp

パソナは乳がん検診を推進します
 　

「黄色とオレンジのバラ」
早田 龍輝
パソナハートフルの障害のあるアーティスト社員として、
絵を描く事を仕事にしています。カラフルな作品を、いつも
ニコニコ、笑いながら描いています。

「黄色とオレンジ色のバラを描きました。色の濃淡が難し
かったです。大好きな絵をたくさんの人に絵を見ていただき、
幸せな気持ちになってもらいたいです。」

◦ あらゆる業界・職種でのお仕事ご案内

パソナ

◦ NTTグループ・通信建設業界を中心としたお仕事
ご案内

パソナヒューマンソリューションズ

◦ NTTグループを中心としたお仕事 及び オフィス
クリーンのお仕事ご案内

パソナジョブサポート

◦ 岡山県を中心に地域に密着したお仕事ご案内

パソナ岡山

◦ 物流・倉庫内・配送のお仕事のご案内

パソナロジコム

◦ 商社・貿易、航空・旅行業界を中心としたお仕事ご案内

キャプラン

◦ 安川電機グループを中心とする九州エリアのお仕事
ご案内

安川ビジネススタッフ

◦ 三菱重工グループを中心に長崎エリアに密着した
お仕事ご案内

長崎ダイヤモンドスタッフ

◦ 海外で働く、国際経験を活かしたグローバルな
お仕事ご案内

パソナグローバル

◦ 営業、販売のお仕事ご案内

パソナマーケティング

◦ IT・ものづくりエンジニアのお仕事ご案内

 パソナテック

◦ クラウド開発・アジャイル開発IT技術者のお仕事
ご案内

パソナテックシステムズ

◦ Salesforceエンジニアへのキャリアチェンジ支援

パソナテキーラ

◦ エンジニア、デザイナー、ライターなど様々な職種
の方に、クラウドソーシングでのお仕事ご案内

パソナ JOB HUB

◦ あらゆる業界の正社員・契約社員の転職支援

パソナキャリア

◦ 医療有資格者や医薬関連業務ご経験者へお仕事
のご案内、転職支援

パソナメディカル

◦ エグゼクティブ層・ハイクラス層に特化した転職支援

パソナフォーチュン

◦ シニア人材の経験を活かしたお仕事ご案内

パソナマスターズ

◦ コールセンターおよび
 BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)サービス

ビーウィズ

◦ 保育士、児童指導員、ベビーシッター等の
 子どもに携わるお仕事ご案内

パソナフォスター

◦ 介護業界の派遣・転職、家事代行のお仕事ご案内

パソナライフケア

◦ 障害をお持ちの方の就労支援

パソナハートフル
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パソナでは、そんな思いを大切に、自分らしく「働く」あなたをサポートする様々な
しくみがあります。

経験・キャリアを活かしたい

「これまで培ってきた経験やスキルを活かしたい」、「学んだことを活かしたい」など、
未経験から始める仕事から専門性を発揮できる仕事まで幅広い仕事があります。

好きな職種で働きたい

「得意な分野で力を発揮したい」、「憧れの仕事がしたい」、「新しい仕事に挑戦したい」
など、多様な職種の仕事があります。

希望する場所で働きたい

パソナには全国の拠点ネットワークがあります。「地元で働きたい」「東京で働き
たい」など希望の勤務地で働くことができます。

自分に合ったライフスタイルで働きたい

「フルタイムでしっかり働きたい」「勉強したいので残業は難しい」「子育てと仕事
を両立したい」などライフスタイルに合わせた働き方ができます。

はじめまして、パソナです。
パソナは、1976年の創業以来、「社会の問題点を解決する」を企業理念
に、働きたいと願うすべての人が、ライフスタイルに合わせた働き方で、
いつでも自由に好きな仕事を選択でき、豊かな人生設計を描くことがで
きるよう、キャリア構築の機会を創り、提案してきました。
私たちは、あなたに合った働き方を見つけるために、お一人おひとりと向
き合い、経験やスキル、キャリアビジョンをお伺いしながら、あなただけの
魅力や才能を一緒にみつけていきます。そして、それぞれの夢に向かっ
て、自信と誇りをもち、安心してイキイキと就業できるようサポート体制を
整え、チャレンジするあなたを応援します。

さあ、パソナではじめませんか。

東京ビジネス留学制度：
東京で働きたい方のために、仕事案内や住宅サポート、困った時の相談窓口など、安心し
てお仕事に取り組んでいただくための制度。＊対象に、一定要件があります。

自分らしく働くために

あなたにとって「働く」とは何ですか？
夢の実現のため、社会のため、より豊かな人生のため…
その理由はひとりひとり違うはず。

1

派遣のしくみは、エキスパートスタッフ（以下スタッフ）、派遣先企業（就業先）、
派遣会社（パソナ）の三者の関係で成り立っています。
パソナに登録後、就業が決まった場合には、パソナと雇用契約を結び、派遣契約を
結んだ派遣先企業でご就業いただきます。派遣先企業から仕事の指示を受け
ますが、給与の支払いはパソナが行います。

パソナが請け負った、又は受託した業務に就業する場合、パソナと雇用契約を
結び、契約社員として、パソナからの仕事の指示の下、請負先又は受託先企業
のお仕事にご就業いただきます。給与の支払いはパソナが行います。

インデックス

自分らしく働くために……………………………………………………P1

派遣・ＢＰＯのしくみ……………………………………………………P2

あなたを活かすフィールド………………………………………………P3

キャリアコンサルティング………………………………………………P4

登録について………………………………………………………………P4

福利厚生メニュー…………………………………………………………P5

紹介予定派遣：
派遣先企業への就職
紹介が行われることを
前提に、派遣社員とし
て就業し（最長6か月）、
スタッフと企業双方が
合意した場合、直接雇
用（社員）として採用さ
れる派遣スタイル。
※契約社員の場合もあ
ります。

インディペンデント ワークシステム（人材派遣）のしくみ

BPO サービス（インソーシング・アウトソーシング）のしくみ

◯ BPO サービス

派遣先企業

エキスパートスタッフ

応募者

パソナ

サービス
料金の
支払い

派遣契約

登
録 仕事の指示

給与の支払い
仕事の依頼

雇用契約

指示に従い
仕事を行う

クライアント契約社員応募者

パソナ

請負・委託契約

登録

給与の支払い・指揮命令

雇用契約

◯ インディペンデント ワークシステム
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多様な働き方を通じてあらゆる業界の仕事にチャレンジできます。
お一人おひとりがスペシャリストとして活躍できる多様な職種、様々な制度で
あなたのフィールドは広がります。

様々な職種

オフィスワーク系
一般事務、営業事務、英文事務、外国語事務、貿易事
務、経理、受付、秘書、広報、人事、データ入力、データ
オペレーション（1）

金融事務系 銀行、証券、損保、生保、クレジット

語学系
英文事務、外国語事務、海外営業事務、セクレタリー、
通訳、翻訳

営業・マーケティング系 新規営業、提案営業、ラウンダー、市場調査

販売・サービス系 販売、接客、セールスプロモーション

コールセンター系 テレコミュニケーター、スーパーバイザー

IT系
CADオペレーター、RPAエキスパート（2）、*サイバー
セキュリティ、OAインストラクター、*SE *プログラ
マー *ネットワークエンジニア *ITトレーナー

デジタルマーケティング系
（WEB）

WEBディレクター、WEB制作、WEBライター、
WEBアナリスト、その他WEBの運用・クリエイティブ、
DTPオペレーター

その他専門系
メディカル・セクレタリー（3）、プロジェクトマネー
ジャー（4）、医療事務、研究開発、筆耕、校正、書籍・
雑誌の制作・編集、司会  ほか

（１） データオペレーション …エクセルやアクセスなどを使用しデータの抽出、加工、集
計、分析、レポートを行うお仕事

（２）RPAエキスパート …RPA（Robotic Process Automation)のツールを
使用し、業務プロセスの自動化（構築）を行うエキスパー
ト。（RPA構築のほか、業務経験によってRPA導入支
援・セールス・インストラクター・開発のお仕事も可能）

（3）メディカル・セクレタリー …医師からの指示を受けて行う医師事務作業のサポート
や学会の資料作成、スケジュール管理などの秘書業務

（4）プロジェクトマネージャー …パソナが受託した事業（プロジェクト）を運営する責任者
*印の職種をご希望の方は、パソナグループ会社（株）パソナテックにてご登録を承ります（P7をご覧ください）

あなたの「働きたい」を実現させるために
今までの経験やスキルを活かした
キャリアを築くことができます。

めざす将来は人それぞれだから
お一人おひとりと向き合い
あなたの「働きたい」をかたちにします。

あなたを活かすフィールド

パソナの“自分を活かす”多様な働き方
新卒・第二新卒の方　ーこれからキャリアを築いていきたい方へー
これから社会で新たな経験を積みたいと考える学生や若手社会人の皆様へ、
東京・大阪を中心に開設している「学職カフェ」などで様々なキャリアサポート
を行っています。
スポーツメイト　―スポーツと仕事を両立したい方へ―

「競技」と「仕事」を両立したい方のための制度。競技を続けながらできる仕事案内
や引退後のキャリアカウンセリングなど、キャリア形成の構築や新たなワークスタイ
ルを提案しています。

パソナ  登録

パソナ  JOBサーチ

1年後、3年後、あなたの未来に向けて、
お一人おひとりにあったキャリアデザインを
一緒に考えてみませんか。

あなたの強みを一緒に見つけていきます

今までの経験やスキル、希望条件はもちろん、仕事観やライフスタイルに合わせた
働き方など一緒に整理していきましょう。自分でも気づいていない「あなただけの
魅力」を見つけ出すのが、私たちの仕事です。

あなたの可能性を広げていきます

選択の幅を広げていくのも私たちの役目。あなたの才能や能力を最大限に活かし、
発揮できるステージへご案内します。

あなたが描いたキャリアの実現を応援します

いつまでに何をするか具体的なアクションプランを立て、お一人おひとりの
キャリアアップ・キャリアチェンジの実現をサポートします。

パソナでお仕事を始める第一歩は登録から。

お仕事までの流れ

登録方法

■インターネット、スマートフォンの場合
www.pasona.co.jp/regist/
こちらのページからご予約ください。

■お電話の場合

 0120-707-707（お近くのパソナにつながります）

お仕事探しは《JOBサーチ》

www.pasona.co.jp/
エリアで探す、職種で探す、希望条件で見つかる
あなたにあったお仕事情報！

パソナのキャリアコンサルティング

パソナに登録

システム
説明

2

MYPAGE
作成

1

面 談

3
スキル

チェック

4

登録完了

5

お仕事案内

6

就業決定

7
お仕事

スタート

8

▶▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
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2. 毎日元気に過ごしていただくために
■定期健康診断
年に一度の定期健康診断を実施しています。

■メディカルケアサービス
健康保持・増進、食事、栄養、ダイエットなどの相談に、専門家、専任カウンセラー
がお応えします。

3. より豊かな生活を送っていただくために
■ベネフィットステーション
毎日の暮らしをサポートする福利厚生サービス。国内外の宿泊やレジャー施設、
育児・介護サービス、フィットネスクラブや人間ドックなど多様化するニーズに応じた
約140万の豊富なメニューをご用意しています。

■パソナグレイス
エステやネイル、アロマなど様々な美容メニューを取りそろえたリラクゼーション
サロン。

■パソナ ア・テンポ
演劇・ミュージカル・クラシックなど話題の作品を通して、心の豊かさ、心の栄養を
お届けします。各種公演チケットを特別価格でご利用できます。

4. スキルアップのために
■PASONA CAREER COLLEGE
実務に役立つ講座や資格取得のための講座など、多彩なコンテンツをご用意。
スキルアップのためのメニューがそろっています。

OA Word、Excel、PowerPoint、Access 

語学 ビジネス英語、日常英会話、TOEICテスト対策など

職種別 経理、貿易、秘書、金融など各分野の専門講座

ビジネス マナー、コミュニケーション、ロジカルシンキングなど

※WordやExcel、TOEIC対策などの無料eラーニングもご利用できます。

5. あなたとつながるコミュニケーション
■MYPAGE
皆様とパソナをつなぐコミュニケーションツール。お仕事検索から給与明細の
閲覧、有給休暇、住所変更など、24時間各種検索やお申し込みが可能です。

■パソナクラブ
「知」「健」「美」をテーマに、センスアップや趣味のためのセミナーを開催しています。
ご自身の「自分磨き」に、スタッフの皆様との交流にぜひご参加ください。

講座例：メイク、カラー、写真、マネーセミナー、ヨガなど

1. 安心して働いていただくために
■社会保険・雇用保険
法律が定めた基準で、社会保険（健康保険、厚生年金）、雇用保険、労災保険を
完備しています。

■年次有給休暇
年次有給休暇制度も完備しています。　＊所定の勤務日数に応じて付与します。

■スタッフコンシェルジュ
登録スタッフの方からのご質問にMYPAGEもしくは電話でお応えします。

■キャッチ・ザ・ハート
お仕事の悩みや相談、パソナに対するご意見やご要望にお応えする窓口があります。

■セーフティネット相談センター
24時間365日お仕事以外の悩みやトラブル、生活全般の相談に専門家、専任
カウンセラーがお応えする窓口があります。

■メディカルケアサービス
健康保持や増進、栄養に関する相談にお応えします。

■介護ホットライン
24時間365日介護に関するあらゆる悩みやトラブルについて無料相談できる窓口
があります。

■キャリアママサポート
ママとお子様が一緒に参加できる講座・イベント・懇親会などをご用意しています。

いつでも安心してイキイキと働いていただくために
スキルアップからライフサポート、心身のケアまで
トータルなバックアップ体制を整えています。

充実の福利厚生メニュー
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■ パソナグループで見つける！ 仕事・働き方

■ご登録の予約・お問合せは

0120-707-707
www.pasona . co . jp

パソナは乳がん検診を推進します
 　

「黄色とオレンジのバラ」
早田 龍輝
パソナハートフルの障害のあるアーティスト社員として、
絵を描く事を仕事にしています。カラフルな作品を、いつも
ニコニコ、笑いながら描いています。

「黄色とオレンジ色のバラを描きました。色の濃淡が難し
かったです。大好きな絵をたくさんの人に絵を見ていただき、
幸せな気持ちになってもらいたいです。」

◦ あらゆる業界・職種でのお仕事ご案内

パソナ

◦ NTTグループ・通信建設業界を中心としたお仕事
ご案内

パソナヒューマンソリューションズ

◦ NTTグループを中心としたお仕事 及び オフィス
クリーンのお仕事ご案内

パソナジョブサポート

◦ 岡山県を中心に地域に密着したお仕事ご案内

パソナ岡山

◦ 物流・倉庫内・配送のお仕事のご案内

パソナロジコム

◦ 商社・貿易、航空・旅行業界を中心としたお仕事ご案内

キャプラン

◦ 安川電機グループを中心とする九州エリアのお仕事
ご案内

安川ビジネススタッフ

◦ 三菱重工グループを中心に長崎エリアに密着した
お仕事ご案内

長崎ダイヤモンドスタッフ

◦ 海外で働く、国際経験を活かしたグローバルな
お仕事ご案内

パソナグローバル

◦ 営業、販売のお仕事ご案内

パソナマーケティング

◦ IT・ものづくりエンジニアのお仕事ご案内

 パソナテック

◦ クラウド開発・アジャイル開発IT技術者のお仕事
ご案内

パソナテックシステムズ

◦ Salesforceエンジニアへのキャリアチェンジ支援

パソナテキーラ

◦ エンジニア、デザイナー、ライターなど様々な職種
の方に、クラウドソーシングでのお仕事ご案内

パソナ JOB HUB

◦ あらゆる業界の正社員・契約社員の転職支援

パソナキャリア

◦ 医療有資格者や医薬関連業務ご経験者へお仕事
のご案内、転職支援

パソナメディカル

◦ エグゼクティブ層・ハイクラス層に特化した転職支援

パソナフォーチュン

◦ シニア人材の経験を活かしたお仕事ご案内

パソナマスターズ

◦ コールセンターおよび
 BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)サービス

ビーウィズ

◦ 保育士、児童指導員、ベビーシッター等の
 子どもに携わるお仕事ご案内

パソナフォスター

◦ 介護業界の派遣・転職、家事代行のお仕事ご案内

パソナライフケア

◦ 障害をお持ちの方の就労支援

パソナハートフル
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