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ROAD to the DREAM
共に歩む、その先の未来へ
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ステークホルダーの皆様へ

ROAD to the DREAM

共に歩む、
その先の未来へ

“働くことの幸せ”をより多くの人に届けたい。 それがCRGグループの変わらぬ願いです。
1 9 9 3 年に前身となる会社を創業してから、四半世紀あまり。おか

新たな経営ステージに突入しています。

げさまで当社グループは、従業員800 名超のグループへと成長する

日本が高齢化社会に突入して早くも1 0 年が過ぎました。私たちは、

ことができました。人材派遣事業からスタートした事業領域も、H R

これを悲観するのではなく、“一億総活躍時代、人生 100 年時代”と

（Human Resource ）を軸としたシステム開発やRPAを使った省

いう、新しい時代が到来したと前向きに捉えています。新たな時代

人化、採用代行にまで広がり、今や日本の労働市場を牽引し支える

における雇用のカタチ・働くことの幸せを実感してもらう機会を、社

「人材プラットフォーム」として進化しています。

会に提供する絶好のチャンスとして、“現場業務を知り尽くした” 私

私たちは、
「人」を大切にするという考えと、社員一人ひとりと共有で

たちがお役に立てる場面はきっと、ますます増えてくるはずです。

きる「組織」を作るという発想に基づいて事業を展開しています。ま

CRGグループのこれからにどうぞご期待ください。

た、企業理念として掲げる「ROAD to the DREAM 共に歩む、そ
の先の未来へ」には、グループの従業員、仕事に携わる登録スタッ
フ、より良い労働力を求めるクライアントも含めて、共に手を携えて、
より大きな組織、より理想とするカタチを作り上げていこうという思
いが込められています。
人材サービス市場では今、
「H Rテック」が注目を集めています。
「HR（Human Resource ）×Technology 」を
「HRテック」とは、
意味し、最先端のIT 技術を用いて、採用、育成、評価などの人事領
域の業務改善を行うソリューションを意味します。当社グループは、
クライアントから求められる人材・システムを迅速かつ柔軟に供給
していくためには、
「H Rテック」を最大限に活用していくことが不可
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当社グループは、“無限” や“際限なく”という意味を持つ「∞（インフィニ
ティ）
」という名のプロジェクトのもと、“未来の仕事像”を現実のものにし
ようと取り組んでいます。働くことは本来、もっと自由で多様であるべきで
あり、それが人と社会の豊かさに繋がっていきます。私たちは、“労働の充

の活用、RPAによる業務効率の向上、次世代型人事労務管理シス

一人でも多くの人たちに与えていきたいと願っています。そして、充実感

テムといった最新の技術を積極的に取り入れています。

に満ちあふれた人たちの働きによって企業の価値が高まり、社会がより便

の活用を推し進め、人材を効率的かつ効果的に管理していくという、

Hiroshi Inoue

“働くという幸せ” がいつまでも
循環する社会を目指して

実感”という、個人の幸せを構成する要素の中でも極めて大切なものを、

に特化したグループ会社が強固な連携を取りながら、人材とIT 技術

井上 弘

（インフィニティ・プロジェクト）

欠だと考えており、採用活動における高精度 A Iマッチング、A I 音声

さらに、こうした技術の効果を最大化できるよう、それぞれの得意分野

取締役会長

∞ Project

利で快適なものとなり、それが再び個人の幸せへと還元される―。そ
んな「∞（インフィニティ）」を創出していくことが、当社グループの社会的
使命だと信じています。

代表取締役社長

古澤 孝

Takashi Furusawa
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CRGグループを知る つのキーワード

現してはじめて、一人ひとりが個性ある生き方を享受できると考えます。こ

4
人材とＩTの融合

の考えを経営の中で具体的に実践すべく、当社グループでは「ROAD 」と

人材とITの融合は、生産性の高いビジネスモデルを生み出すために

「人生100年時代」
を迎えようとする中、
シニア層の積極

働く喜びをサポートする行動指針

いう働く喜びをサポートする4つの行動指針を掲げています。当社グループ

必要不可欠です。当社グループは、最先端のIT技術とシステム開

的活用を強く推し進めています。企業側とのミスマッチに

R

のすべての経営活動は、
「ROAD 」に則して決定され遂行されています。

発により、独自のHRシステムを開発。登録スタッフの情報を一元管

よるシニア層の就労機会の損失が数多く存在する中、
当

理し、勤怠管理がスマートフォンでできるなどの機能を活用すること

社グループでは万全なサポート体制により、
シニア層が

により、人材の適正配置、生産性向上につながっています。また、

働くことができる機会を拡大しています。
コールセンター

Keyword
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Keyword

ROAD
elation

私たちCRGグループは、時間的にも空間的にも自由度の高い働き方が実

関係構築

人と企業を繋ぎ、
未来へと続く信頼関係を構築します。

O

pportunity
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専門領域への派遣
Keyword

機会の創出

多種多様な働く機会を創出することにより、
社会的使命を実現します。

A ction

改善、
人材の有効活用の実現に資することで高い評価を得ています。

ベストマッチングを意識し、
常に先を見据え積極的に行動します。

目指すべきゴール

ワークライフバランスの実現を通じ、
社会的責任を果たします。

「専門性の高い特化型人材派遣」
を展開しています。
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AI（ 人 工 知 能 ）技 術が急 速に進 展し、
様々な産業でAIを駆使したサービスが進

援、HRシステム開発、RPAやAIなど、人材に特化し

化・普及しています。また、今後の労働

た各種サービスを各社連携しながら、グループ全体

人口の減少により、AIの利用はますます

で推進し、人材サービスにおけるプラットフォームを

増加していきます。当社グループでも、迅

拡充させています。

3
省人化

様々な職種へ広げることにより社会に貢献してまいります。

ＡＩ事業の拡大

社グループ各社ではそれぞれの得意領域において
そしてグループ各社が提供する、派遣紹介、採用支

estination

などをはじめとして、
シニア層の活躍の場を今後さらに

Keyword

コールセンター、IT 分野、物流（配送）業務など、当

積極的な行動

D

をクライアントに提供し、残業、長時間労働の
「RPA残業改革ロボ」
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シニア人材の活用
Keyword

速且つ的確に求職者と企業を結ぶ「AIマ

5
採用代行・BPO

ッチングシステム」
、自動音声にて採用受
付を行う「AI音声」など、AI技術を積極

Keyword

Keyword

現在、労働集約型産業を中心に深刻な人手不足が続いています。人材争奪戦は激しさを極め、労

企業は競争力の強化に向けて、コア業務への経営資源の集約を進めています。慢性的な

働生産性をさらに向上させる具体的な施策も必然的に経営課題として求められています。こうした

人手不足の中での採用活動は、企業の採用担当者にとって大きな負担となっています。

状況に対し当社グループでは、HRシステムやRPAを活用したバックオフィス業務の自動化を促進す

当社グループではクライアントが本業へ集中し生産性を高められるよう、蓄積した豊富な

るソリューションなど、人とITがバランス良く共存できる環境を提供。人材派遣と省人化という相反

データベースを活用しながら求人から応募受付、採用に至るまでの業務を一貫してサポ

するソリューションの提供により、貴重な労働力をムダなく活かす最適な仕組みを構築しています。

ートする「採用代行」や、企業の給与計算を受託する「BPO 」サービスを提供しています。

的に取り入れた事業を展開していきます。

“人が働くこと”の価値を高め、
“未来 の働き方”を創り出す
3

4

CRGグループの事業領域

人のチカラとIT
事業領域の広がり

Human Resource Technology

人材派遣紹介事業

ソフトウェア開発・IT人材派遣事業

サテライトオフィス事業

人と企業のニーズをつないで
日本の労働市場をもっと豊かに
当社グループは社会に向けて、人材提供だけではなく、“労働

株式会社キャスティングロード

株式会社ジョブス

株式会社CRドットアイ

株式会社パレット

市場での需給調整機能とその高度化”という、より踏み込んだ

コールセンターサポート、
オフィスワークサポート、
メディカルケアサポート、
シニア派遣 他

トランスポート、
イベント、
ワークス、
セールスサポート 他

ソフトウェア開発、
スマートフォンアプリ開発、
IT人材派遣 他

障がい者の採用支援、
人材マネジメント、
サテライトオフィスの運営 他

役割を果たしていきたいと考えています。企業にとって人材採
用の重要性はますます高まる一方であり、また、そのニーズは加
速度的に高度化、複雑化しています。一方で働き手のライフス
タイルや価値観も多様化しており、それぞれの就業ニーズに応

当社グループの中核事業で、コールセンターやメディ

ITに特化した人材を提供。スタッフのほとんどが即日

障がいをお持ちの方の就労機会が少ない校外エリ

じた仕事を提供することは、決して容易ではありません。そして

カルケア業務、物流（配送）業務など、幅広い領域に

稼働可能なIT技術者で、スマートフォンアプリ開発か

アにサテライトオフィスを設置し、地方における雇

ようやく結びつけたそれぞれのニーズを維持していくためには、

向けて必要なときに必要な人材を提供します。企業

らWEBシステム開発まで一貫してサポートし、
クライ

用創出と、働きやすい環境を整備しています。専門

高度な就業管理が求められます。

内にチームを丸ごと派遣する「ユニット型派遣」に対

アントのIT事業・戦略を全面的にバックアップします。

のサポートスタッフが常駐し、就労者の定着を多方

当社グループは、人材マッチングと就業管理という中核機能を
通じて、複雑化する人と企業それぞれのニーズを結びつけます。

HR Tech

最適なマッチングによって、企業の業績や競争力の向上に寄与
すると共に、働く一人ひとりが将来に希望を持てる社会を実現
することで、日本の労働市場を一層豊かにしていきます。

グループの総合力

面から支援します。

しても積極的に取り組んでいます。

製造請負事業

M&A・投資事業

採用支援・BPO事業

株式会社プロテクス

CRGインベストメント株式会社

株式会社CRSサービス

工場内製造請負、
工場内物流業務、
倉庫運営、配車、輸送業務、事務業務 他

M&Aに関する仲介・斡旋及びコンサルティング業務、
投資に関する業務 他

採用代行、BPO事務代行、人材コンサルティング、
コンタクトセンターの運営 他

工場における製造・物流業務に一貫して対応。
「メー

事業成長のための資金調達はもちろん、事業承継や

クライアントの採用課題に対して、人材提供以外

カーにより近く」という基本コンセプトのもと、製造

後継者選定・育成などの幅広いニーズに対して、経

のサービスを展開。採用代行サービス、応募者受

請負事業を展開。企業のグローバル化が進む中、
「日

験豊富でM&A・事業承継に精通したコンサルタント

付代行サービス、企業の給与計算を受託運用する

本で優秀な人材を育成してアジアの生産現場へ派

が様々なソリューションを提供しています。

BPOサービスを提供しています。

それぞれの得意分野に特化した
グループ会社が強固に連携
当社グループは、“次世代の労働市場における需給調整機能
の担い手”として、人材派遣紹介、請負に加え、人材サービス
に特化したHRシステム開発・運用、さらには企業経営の根幹
に踏み込む人事戦略の提案などを通じて、日本を働く場所とし
て、より一層魅力的な国へと変えていくことに挑み続けます。
当社グループでは、それぞれの得意分野に特化したグループ
会社が、強固な連携を図り、最先端のIT技術と人材リソース
を融合させながら、それぞれが果たすべき役割に取り組んでい
ます。人材に関する社会からのあらゆる要請に応える強い組
織体を構築することで、幅広い年齢層の人々がより意欲的に

遣」する取り組みも行っていきます。

働き、それによって企業が高い生産性を発揮できる環境を持
続的に提供していきます。
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人材派遣紹介事業

http://www.cr2.co.jp/

人材派遣紹介事業

株式会社キャスティングロード

CRGグループの中核ビジネス
Ｉ
Ｔを活用し、必要なときに必要な人材を提供
コールセンターサポート

オフィスワークサポート

アウトバウンド、インバウンド、テクニカルサポート、スーパー
バイザー、メール受発信、ヘルプデスク、リコール対応 他

一般事務、営業事務、貿易事務、経理事務、受付業務、秘
書業務、マーケティング業務、広報業務、データ入力 他

クライアントの窓口となり営業活動を徹底サポート

幅広い業務に対応できる人材を常時多数確保

創業時から磨き上げてきた、当社グループの中核事業です。長

データ集計・分析のスペシャリスト、一般事務・営業事務など

年の業務を通じて蓄積した人材管理とマッチングのノウハウや

のオフィスワークを経験した人材を多数確保。事務能力だけで

ナレッジを継承。高いスキルを持った登録スタッフを擁し、業務

なく、適性や希望も考慮し、クライアントのニーズにベストマッチ

内容に合わせて活躍できる人材を提供します。

した優秀な人材を提供します。

セールスサポート

メディカルケアサポート

アパレル、ジュエリー、飲食、食品販売、ホテル、モバイル
他

介護職（ヘルパー・生活相談員・ケアマネージャー）、看護職（正看護師・
准看護師）、リハビリ職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）他

シニア派遣

ハイキャリアエージェントサービス（人材紹介）

シニア層の派遣

CXO・役員、部長・課長など企業で重要なポストを担ってい
るミドル・エグゼクティブ人材をご紹介

シニアパワーを最大限に活用

IPO準備企業や上場企業とのマッチングに強みをもつサービス

経験豊富なシニア層の能力を活かした人材提供をご提案。コ

大手エグゼクティブサーチ出身のコンサルタントが揃っており、そのノウ

ールセンターサポートをはじめとした様々な領域でシニア層の

ハウから求人企業の事業フェーズや重要な経営課題を的確に把握。そ

活躍の場が広がっています。今後ますます増大するシニアパワ

のうえでサーチ型スカウトによる、ハイキャリア人材の転職・採用支援を

ーを積極的に取り込み、新たな成長の可能性を広げます。

行うことで、転職希望者・求人企業双方に高い付加価値をご提供します。

CRGグループの人材派遣紹介事業の特徴
特徴

1

ITを活用することで
よりスピーディーな人材手配を実現

特徴

3

派遣スタッフフォローの専属スタッフをご用意
丁寧なフォローをすることで定着率UPへ

簡単にできる
「WEB登録」
と、独自の強力な検索機能を実装したHR

定期的に派遣スタッフと面談を行う専属スタッフを導入することで

基幹システム「C3 」からのお仕事紹介一斉配信などにより全国各地

派遣スタッフの就業状況を把握します。悩んでいる派遣スタッフに

で多彩なスキルをもつ優秀な人材をスピーディーにご提案できます。

早期に対応するスキームの確立により、定着率の改善へつなげます。

特徴

2

自社アプリ「キャスケ」により
登録スタッフの勤怠回りは全て完結

特徴

4

派遣スタッフの声をデータベース化し
クライアントにフィードバック

登録スタッフの勤怠管理は全て自社アプリ「キャスケ」で完

就労後のスタッフに対しては最低月1回ヒアリングを実施。

結することができます。シフトの確認、勤怠報告、出勤状況、

結果をデータベース化し、クライアントに対してフィードバッ

給与申請、給与支払方法の変更も可能です。

ク、職場環境の把握と改善に役立てていただいています。

チームで派遣する「ユニット型派遣」

一般派遣の場合

A社
コーディネーター

クライアント担当者は、要望をスーパーバイザーに集約

業務を熟知した社員「スーパーバイザー」をリーダーとして、

接客・販売活動を包括的にバックアップ

採用難易度の高い有資格者も紹介可能

訪日外国人が増加し続け、接客現場での人材確保ニーズがます

リハビリ職・介護職・看護職といった採用難易度の高い経験者、

ます加速する中、人材不足を解消する「人材派遣」
、店舗運営を

有資格者を多数確保し紹介が可能です。また未経験ながら、

行う「ユニット派遣」や「販売代行」など、フレキシブルにサービ

意欲ある若手も提供しており、サポート体制も万全です。

スを活用することが可能です。
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クライアント
担当者

派遣スタッフと共にチームで派遣する「ユニット型派遣」に
積極的に取り組んでいます。クライアントと一体となり事業
に取り組むことで、ニーズに迅速かつ的確に対応することが
可能です。派遣スタッフにとっても働きやすい環境を作り出

A社派遣スタッフ

当社スーパーバイザー

当社コーディネーター

派遣スタッフと共に働きながら
現場管理・情報収集

派遣スタッフの
契約・就労管理

一体感

スムーズな連携

煩雑化
B社
コーディネーター

し、エンドユーザーの満足度向上にも繋がるという大きな成
果を生み出しています。

当社
「ユニット型派遣」
の場合
派遣先

当社派遣スタッフ
B社派遣スタッフ

派遣スタッフにとっても働きやすい職場環境
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人材派遣紹介事業

https://jobs-cp.jp/

人材派遣紹介事業

株式会社ジョブス

多種多様なニーズに合わせて幅広いシーンをサポート
人材ビジネスの社会的価値観に変革をもたらす
トランスポート

イベント・セールスサポート

外国人派遣

製造派遣

配送請負 、配送助手、引越業務 他

イベント企画・集客・運営、各種販売員 他

外国籍労働者の派遣

組立、食品加工、製品検査、マシーンオペレーター 他

物流業界に特化したデリバリースタッフ派遣

販売促進など各種イベントの運営管理までサポート

製造工場・物流倉庫・接客・清掃等ニーズに合わせ幅広く対応

高いレベルの「ものづくり」の実現をサポート

「マンパワー」が非常に重要な、物流業界でのデリバリースタッ

多岐にわたるイベントにおいて、集客から当日の采運営管理ま

就業意欲が高い外国籍労働者を活用し、日本人だけではマッチ

製造メーカー・食品メーカー工場内における製造設備の操作

フ派遣を行っています。軽貨物から重い荷物まで、配送内容に

でをサポート。接客スキルの高い人材を多く確保していますの

ングが困難なエリア・業種・時間帯へのシフト補完を柔軟に対

や原料・包装資材の供給作業、組立作業、ライン作業、製品の

適したスタッフを幅広く確保。急にスタッフ確保が必要な際も、

で、販促活動から商品のPR・キャンペーン業務など、あらゆる

応し、実現させます。中大規模の必要数の際は外国籍社員によ

包装・梱包作業、品質検査など、多岐にわたる業務に対応して

フレキシブルに対応します。

分野に柔軟に対応します。

る管理体制を整備したユニット型派遣も対応できます。

います。

ワークス
倉庫内業務、製造業務、清掃、出荷業務 他

介護派遣
介護職、看護職、リハビリ職 他

ICT・オフィスサポート事業
キッティング、現地展開作業、ヘルプデスク、
ソフトウェア開発、
オフィスサポート、テレマーケティング 他

請負業務の一部実績のご紹介
■ 展示会ブース施工
ギフトショー、FOODEX、ホテレス、
ドラッグストアーショー
■ オフィス什器施工

立川合同庁舎（デスク・書庫）
、
大崎ゲートシティ
（デスク・椅子）
、
職業能力開発センター（デスク・パーティション）

■ 日本中央競馬会

若手からベテランまで最適な人材を提供

有資格者や意欲ある若手をご提供

各種業務の経験者に加え、体力に自信のある若手人材も提供。

介護職・看護職・リハビリ職などの有資格者を確保し紹介が

物流・倉庫内における体力を要する業務にも問題なく対応しま

可能です。年配の方への配慮が出来る意欲ある若手も提供し

す。フォークリフトオペレーターや製造系各種技能工といった、

ております。人手不足が深刻な業界の課題解決をサポートし

採用難易度の高い有資格者の派遣も可能です。

ます。

ICTおよびオフィスサポートに特化した委託・請負・派遣

東京競馬場（改札業務・来賓受付業務・入場券発売業
務）
、中山競馬場（来賓受付表彰業務・入場券発売業
務）
、阪神競馬場（案内等業務・指定席券発売業務）
、
京都競馬場（改札業務・入場券発売業務）
、エクセル浜
松（案内業務）

ソフトウェア・システムウェアの設計・開発の人材だけではなく

■ 某製薬会社

テスト・運用・キッティング等のハードウェアに特化した人材、
また現地での機器導入や動作確認等の経験者をご提案してお
ります。合わせて、オフィスワークやデータ入力、コールセンタ

新商品発表会受付案内

■ 某電気メーカー

就職セミナー受付案内

ーの経験者が多数在籍しておりますので1日単位のスポット〜
9

長期的な人材をご提案しております。
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ソフトウェア開発・IT人材派遣事業

http://crdoti.co.jp/

ソフトウェア開発・IT人材派遣事業

株式会社CRドットアイ

人とITの融合の要（かなめ）として
IT領域に特化した優秀な技術者を輩出
システム開発
WEB系システム開発・アプリ開発

サテライトオフィス事業

https://crpalette.co.jp/

サテライトオフィス事業

株式会社パレット

障がいをお持ちの方の働く環境を整備し
地方の雇用創出と企業の障がい者雇用を支援
エンジニア派遣

サテライトオフィス事業

SE・PG・インフラエンジニア・AI技術者の派遣

障がい者の採用支援、人材マネジメント、サテライトオフィスの運営 他

障がい者雇用における
企業の課題解決をサポート

サービス利用企業様

民間企業では全従業員数に対して法定雇用率 2 . 2％以上（従
業員4 5 . 5 名に対して1 名）障がいをお持ちの方を雇用するこ
とが「障害者雇用促進法」で義務づけられています。しかし、

福祉相談員が
常駐する
ワークスペース

個々の障がいに応じた適切な業務の切り分けや就労のサポー
トを、自社で行うことは容易ではありません。

作業工程に的確にマッチする技術者を提供し、
IT事業・戦略を全面的にバックアップ

企画・デザイン・保守まで、WEB系システム開発全般を一貫対

市場のニーズにあった技術研修を実施、様々な得意分野を持つ

に雇用していただき、その就労を当社がサポートすることによ

応します。急速に伸びているスマートフォンのアプリ開発を手掛

技術者が幅広く在籍しています。要件定義などの上流工程から

り、地方における雇用創出と、障がい者雇用における企業の課

ける技術者も多数在籍しており、スピーティーかつリーズナブル

実制作が得意な技術者まで、プロジェクトの作業工程に合致す

題解決を図ります。

に対応します。

る人材を提供します。

WEB系システム開発全般において数多くの制作・運営実績

最適なスタッフでチーム一体となってプロジェクトを遂行

を持つ当社においては、開発工程に沿った専門技術者の提供

後の運営チェックに至るまでワンストップで対応します。当該

の遂行と高いパフォーマンスを実現しています。

業務の
サポート

障がいがあっても安心して働ける職場環境とサポート体制

福祉団体と連携し、確かな就労サービスを提供

スキルアップとキャリア形成を支援

障がい者雇用を推進する現地の福祉法人と連携し、確かな経

軽作業からスタートし、成長に応じてより高度な業務へとステッ

験とノウハウにもとづく就労サービスを提供します。1 人ひとり

プアップすることが可能です。パソコン教室などのスキルアップ

のスキルに応じた適切な業務内容を設定し、勤務中も専任ス

研修も行っています。無理なく段階的にキャリア形成ができ、や

タッフがフォローアップとケアを行います。

りがいを持って働けることが高い定着率につながっています。

サテライトオフィスを茨城県水戸市に新規開設

プログラマー

プロジェクトの全容を把握したプロジェクトマネージャーが中
ライアントと共にプロジェクトを進めることで、円滑な開発作業

境整備を行っています。ここで働く障がいをお持ちの方を企業

一人ひとりに
最適な
業務の設定

システムエンジニア

定義や企画にはじまり、実際のシステム開発、導入テスト、
その

心となり、最適なスタッフでチームを構成。一つのチームでク

外エリアにサテライトオフィスを設置し、テレワーク勤務の環

プロジェクトマネージャー

はもちろんのこと、クライアントにチーム単位で送りこみ、要件

11

そこで、当社では障がいをお持ちの方の就労機会が少ない郊

WEB系システム開発全般に一貫対応、
スマートフォンアプリ開発も

プロジェクトの内容に応じて
ITのスペシャリストをチームで派遣

研修などの
スキルアップ
支援

サテライトオフィス事業の最初の拠点を茨城県水戸市に開設し、2 0 1 9 年
要件
定義

基本
設計

詳細
設計

製造・
単体
テスト

結合
テスト

システム
テスト

移行・
運用

11月1日より事業をスタートしました。中心にはリフレッシュスペースを設け、
周囲に執務エリアやミーティングルームを配置。今後、関東一円の郊外エリ
アにサテライトオフィスを開設し、事業拡大を図る予定です。
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採用支援・BPO事業

https://crs-s.co.jp/

採用支援・BPO事業

株式会社CRSサービス

人材派遣紹介事業で培ったノウハウ・データを活かし
企業の人事・総務に関する課題を解決

採用に関するノウハウが凝縮された「札幌コンタクトセンター」
自社採用受付コンタクトセンターとして2015 年に設立。応募損失を防ぐための様々な手法でノ
ウハウを蓄積し、現在はクライアントの採用ニーズに幅広く取り組み、採用に特化したコンタクト
センターとして年間約 10 万人の応募対応をしています。また、独自のシステムにより、
レスポンス
スピードが早くあがることで、求職者がWEBで応募してから最短 3 分での面接設定が可能です。

採用支援・BPO事業
採用代行、BPO事務代行、人材コンサルティング、コンタクトセンターの運営 他

応募者受付代行サービス

企業の人事・総務に関する課題を解決

応募者からの電話・メール・問合せ受付、面接日程設定、面接日前日の確認連絡、面接後の合否・入社サポート対応まで、すべてを代

クライアントの人事・総務に関する課題を解決し、事業活動の生産性が高まるよ

行します。応募から採用までに特化した独自のシステムにより、スピーディな対応が可能。応募損失を軽減します。

うに人材提供以外のサービスを展開しています。効率の良い採用を提案する採

採用代行サービス
• 募集エリアの市場調査
• 媒体選定
• 原稿発注
• 入稿管理
• 媒体評価
• 活動集計
• 採用レポーティング

面接

入社

応募者受付代行サービス
•
•
•
•

応募者架電
応募受付
書類選考
面接設定

• 面接フォローコール
• 内定通知
• 入社フォローコール

就業開始

給与計算

給与支給

BPOサービス
•
•
•
•
•

採用管理

勤怠入力
ベリファイ
データエントリ
振込データ作成
業務支援全般

BPOサービス

就業者
A

金融機関
A
金融機関
B
金融機関
C

入金

金融機関

クライアント企業
︵総務部︶

振込みデータ作成

ベリファイチェック

データ加工︵計算︶

勤怠情報データ化

勤怠情報精査

就業者
C

事務センター

就業者
B

勤怠情報

就業者
A

︵原紙情報︑デジタル︶

不備確認・催促連絡
問い合わせ対応

コンタクトセンター

A
拠点
人事部門

媒体社C

採用代行センター

採用代行センター

人事部門
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求人依頼

C
拠点

応募者
C

います。日々多忙な担当者の業務負担を大幅に軽減し、クライアントの固定費削減・収益性向上の支えとなります。

オペレーション改善に向けたシステム導入などの提供も可能です。

媒体社B

応募者
B

よびベリファイチェック（データの品質チェック）を実行し、振込データを作成。現在、年間約 100 万日分の給与データを作成・処理して

い採用を提案します。採用に特化したコンタクトセンターを札幌で運営しており、品質の高い採用オペレーションを構築できます。採用の

B
拠点

応募者
A

クライアントの給与計算事務局（コンタクトセンター・事務センター）を設立し当該業務を受託します。勤怠情報原紙からのデータ化お

クライアントの採用活動を代行します。毎年多数の応募を全国で獲得している実績から得た数値予測を基に、旬の媒体を選定し効率の良

媒体社A

媒体社
C

採用代行サービス

採用代行サービス

A
拠点

応募者
C

合否・入社サポート対応

応募者
対応

面接実施

募集手段
展開

面接設定情報のデータ化

募集手段
設計

媒体社
B

面接誘致

募集条件
設定

応募者
B

対応ログ入力

採用計画
立案

媒体社
A

電話・メール対応

トの問題点に合わせてオーダーメイドサービスも行っています。

応募者
A

応募者管理DB

代行サービス、企業の給与計算を受託するBPOサービスを提供。各クライアン

応募者情報自動取得

用代行サービス、応募から採用までに特化したシステムを活用した応募者受付

就業者
B
就業者
C

障がいのある方へのサポート事業

B
拠点

当社では、障がいのある方への就労サポート事業として就労移行支援事業を行っており、

C
拠点

ートをしています。当社は「障がいのある方達がこれからの自分の人生を自分で描けるよう

18 歳以上 65 歳未満の障がいのある方達に対して就職をするための訓練と就職活動のサポ
にする」事を目的とし、今後も障がいのある方への就労サポートに力を入れていきます。
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M&A・投資事業

https://crg-ivm.co.jp//

M&A・投資事業

CRGインベストメント株式会社

経験豊富でM&A・事業承継に精通した
コンサルタントが様々なソリューションを提供

M&A・事業承継に関する総合ソリューション

事業承継ニーズ
相談

M&A・投資事業

株式売却

M&A関連サービス

M&Aに関する仲介・斡旋及びコンサルティング業務、投資に関する業務 他

「M&Aは出来ない…」と諦めていませんか？

Win-Winな関係を徹底追及
後継者選定

最適なソリューションを提供

株式譲受
M&A投資

後継者紹介

後継者育成

事業戦略
コンサルティング

「無料相談」
「無料提案」を実施し、M & Aについて詳細な説明と依頼者にとって最適なM & Aのご提案をいたします。M＆A 業界におい
ては「会社の規模が小さいから断られた」
「債務超過のため断られた」
「 1 期が赤字だったために断られた」等、依頼者に対して断るケー
スが見受けられます。そのため日本の大半を占めている中小企業のM&Aが活性化せずに、事業承継者不在という社会的な問題に発展
しています。弊社では、
「相談されたら断らない」という理念を掲げ、一つ一つのM&A 案件について真摯に取り組んでいます。

金融機関
パートナー企業

後継者育成

相談

￥

将来性不安
全国における豊富な
ネットワークを所有

紹介

CRGグループサービス
人材派遣
幅広い業界・業種に
対応可能

通常のM&A

M&A仲介・斡旋／コンサルティング業務

組織／事業再編及び企業再生等コンサルティング業務

継続的な事業の強化・拡大などの経営目標を達成するにあたり、

再生型 M&Aは、株主だけの問題ではなく、取引先や従業員な

M&Aは積極的に活用されています。相談から候補企業の探索・選

ど、全ステークホルダーの利害が複雑に絡み合います。精通し

定、企業価値評価、契約書などの各種資料作成、条件交渉、クロ

たコンサルタントがヒアリングから丁寧に行い、クロージングに

ージングまで、経験豊かなコンサルタントがフルサポートいたします。

向けて伴走しますのでご安心ください。

企業経営戦略及び事業戦略／コンサルティング業務

投資に関する業務

総合人材サービス企業であるCRGグループのノウハウを活かし、

CRGグループにて提供する各種サービスとの、シナジー効果が

経営戦略・事業戦略の構築を総合的にサポートします。当社グ

見込まれる企業を対象として、株式・事業の取得を行います。事

ループの様々なリソースを駆使するとともに、当社グループの提

業承継問題や地方創生サポートにも真剣に取り組んでいます。

人材紹介
CXOから

ミドル層に強み

相談
成長資金
相乗効果

投資・事業成長サポート

アウトソーシング
HR領域を中心に
業務請負

業務効率化支援
業務のデジタル化
自動化

無料相談

無料提案

工場内における製造設備の操作や原料・包装資材の供給作

倉庫から運ばれてきた原料や包装資材の入荷・格納、出来上

業、ライン作業、製品の包装・梱包作業、品質検査など、多岐

がった商品の工場内搬送と仮保管、出荷先別のトラックへの商

にわたる業務に対応しています。

品の積み込みなどを行っています。

供するサービスの活用による業務効率化や自動化、アライアンス
なども視野にいれることが可能です。
15
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製造請負事業

http://crprotex.co.jp/

製造請負事業

株式会社プロテクス

工場の製造・物流業務に一貫して対応
メーカー起点のマーケティング戦略の下、海外にも進出
製造請負事業
工場内製造業務、工場内物流業務、倉庫運営、配車、輸送業務、事務業務 他
国内4拠点（兵庫・埼玉・静岡・香川）において、工場内製造請負、工
場内物流業務、倉庫運営などを主に行っています。静岡においては、
製造請負から商品出荷（物流）までの全業務を一気通貫にて請負って
います。
「メーカーにより近く」という、首尾一貫した基本スタンスにて
経営を推し進め、
「プロダクツ×テクノロジー×サポート＝製造技術を
支える」
という戦略的思考の下、日本の製造業の発展に貢献します。

工場内製造業務

工場内物流業務

工場内における製造設備の操作や原料・包装資材の供給作業、

倉庫から運ばれてきた原料や包装資材の入荷・格納、出来上

ライン作業、製品の包装・梱包作業、品質検査など、多岐にわ

がった商品の工場内搬送と仮保管、出荷先別のトラックへの商

たる業務に対応しています。

品の積み込みなどを行っています。

倉庫運営

その他の業務

仕入先から運ばれてくる補完貨物（工場で使用する原料や包

製造に付随する配車、輸送業務、事務業務などクライアントの

装資材）の入出庫、格納、ピッキング、検品作業、在庫管理を

ニーズに応えるべく様々な業務を行っています。

一括して請負っているため、製造に必要な原料・資材をジャス
トインタイムで工場に届けることができます。

日本の製造業が誇る高い品質を武器に、事業フィールドはアジアへ
事業のグローバル化が進み、多くの企業がアジア周辺諸国へと製造拠点を展開しています。当社にお
いても、数年以内での海外進出を目標に掲げています。海外本格進出の準備段階の1つとして、ベトナ
ム人スタッフを社員として採用し、技術・人文知識国際業務ビザを取得しております。メーカーレベル
の教育実施、さらには技能実習生の受け入れ・教育にも取り組んでいます。製造業務の一括請負にお
いては、その現場に応じた専門性や特有のノウハウへの対応が重要であり、国内外問わず全スタッフに
対して、必要なスキルを高いレベルで習得すべく教育しています
（国内資格取得も推進）
。

ユニ・チャーム株式会社様の「業務改善活動」に参画
ユニ・チャーム株式会社様は、
「ジャスト・イン・タイム」
、
「自働化」をコンセプトに、労働生産性向上と品質改善を同時に行う
「業務改善活動」
を継続的に実施。改善活動のための講習や勉強会など高いレベルでの人材育成を行い、安定的に高品質な商品の製造を続けています。ユニ・

（証券コード 7041）

チャーム株式会社様の製造を請け負う株式会社プロテクスも、この「業務改善活動」に参画しており、
「改善活動発表会」を毎年1回開催し改
善成果を競い合うなど、さらなる改善を目標に業務に取り組んでいます。

〒163-0437 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37F
TEL：03-3345-2772 FAX：03-3345-2771

https://www.crgh.co.jp
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