
■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、札幌支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 札幌支店

56 名

60 事業所

26.8%

12,280 円

8,989 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、盛岡支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 盛岡支店

36 名

31 事業所

29.9%

12,002 円

8,416 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、北上支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 北上支店

77 名

44 事業所

31.2%

12,346 円

8,496 円



���������	

�
�ã����ÜÝ�Ø�É���

����� ! $" &# (! )�#�%'*+,-.��

1�%'*/02345.676 : 0289

1�%'*#;<=>.�����#?@ :

CABDEFG

��HI "J�KLM�N"ORPLM�N)) ^#\#LM�N)$ `]_Nab_WN)(d

eLM�Nqc{y�z|NqJ �b,~�z|NqO�l1��,~�z|N$" ��1���

zN$) �z�����#ElN$$ ��D�#ElN$( �l#ElN$f ������#E

lN$J`]de����N$O�4=�����N$Q ����Y#ElN(" ��1��#E

lN(q ^#\#����N(f  l#ElN(Q�b·©¯¡�Nc"�b·©¯¡�®°N

c) �b·©¯�¥Ncq ¡��¢RPWNc(R�RP1£¤XYNcJ �¥¦§#ElNf"

�¥¨©1ªY#ElNf)R�«¬̄ ¡�Nfq R�«¬̄ ¡�®°Nf$ �¥«¬#ElN

f( �b,~1�bD�NfO ^#\#�µ#ElNJc �¸#ElNJf »¹#ElNJJ ½º

#ElW#El#lz+¼�-.¼l|+¾�-.¿̄ ÀÁNÂ�Ã*��/®°

CÎBDEFG

��HI )") Ø�Õ×Ù���Ú��N)"q Ø�Õ×·}LM�N)"$�ÛÜÝà�Þß�

Üá�N)"( äâ�ãÝå�KLM�N)"c Ø�Õ×��ÏY�N)"f Z[ßæ�ç�àL

M�N)"Q ^#\#��XYLM�WNqf)�¡�×�z|NqfqáØWãÚ�z|Nqf$�

Y�z|NqfQ^#\#�}�z#ElN$q) Î���1��N$qq����1��N$q$ Î

����|N$q( ��1������|N$qc ��!�1#±��|N$qf $�%�� 1

���N$qJ �����l|NJO)Îô�l|NJOqÏ�l|NJOQ\+BDèé>5�¸W

#El#lz+¼�-.¼l|+¾�-.¿̄ ÀÁNÂ�Ã*��/®°

1�%'*#ÄÅÈÆ#ÇÈ : q"q$Ë $ Ì $) Í



■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、仙台支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 仙台支店

66 名

71 事業所

28.8%

13,122 円

9,342 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、高崎支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 高崎支店

45 名

30 事業所

29.0%

13,304 円

9,443 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、宇都宮支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 宇都宮支店

25 名

51 事業所

31.6%

15,486 円

10,592 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、大宮支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 大宮支店

46 名

64 事業所

28.0%

13,783 円

9,928 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、船橋支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 船橋支店

83 名

78 事業所

27.4%

13,930 円

10,113 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、新宿支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 新宿支店

188 名

246 事業所

25.5%

15,524 円

11,558 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、秋葉原支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 秋葉原支店

57 名

79 事業所

24.3%

14,677 円

11,103 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、立川支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 立川支店

40 名

45 事業所

23.2%

15,526 円

11,930 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、厚木支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 厚木支店

26 名

16 事業所

29.9%

14,376 円

10,079 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、横浜支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 横浜支店

72 名

123 事業所

28.9%

15,046 円

10,696 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、川崎支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 川崎支店

69 名

101 事業所

31.0%

16,135 円

11,134 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、甲府支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 甲府支店

42 名

34 事業所

29.6%

13,007 円

9,160 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、長野支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 長野支店

45 名

60 事業所

29.9%

13,193 円

9,244 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、長岡支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 長岡支店

32 名

54 事業所

30.6%

12,692 円

8,804 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、新潟支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 新潟支店

55 名

68 事業所

27.1%

12,120 円

8,841 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、静岡支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 静岡支店

21 名

27 事業所

25.1%

13,982 円

10,478 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、名古屋支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 名古屋支店

63 名

45 事業所

29.0%

15,078 円

10,704 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、四日市支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 四日市支店

16 名

22 事業所

27.0%

13,729 円

10,023 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、金沢支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 金沢支店

45 名

36 事業所

29.3%

13,842 円

9,788 円



���������	

�
�ã����ÜÝ�Ø�¡û��

����� ! $" &# (! )�#�%'*+,-.��

1�%'*/02345.676 : 0289

1�%'*#;<=>.�����#?@ :

CABDEFG

��HI "J�KLM�N"ORPLM�N)) ^#\#LM�N)$ `]_Nab_WN)(d

eLM�Nqc{y�z|NqJ �b,~�z|NqO�l1��,~�z|N$" ��1���

zN$) �z�����#ElN$$ ��D�#ElN$( �l#ElN$J `]de����N

$O �4=�����N$Q ����Y#ElN(q ^#\#����N(f  l#ElN(Q �

b·©¯¡�Nc" �b·©¯¡�®°Nc) �b·©¯�¥Nf" �¥¨©1ªY#ElN

f) R�«¬¯¡�Nfq R�«¬¯¡�®°Nf$ �¥«¬#ElNf( �b,~1�bD

�NfO ^#\#�µ#ElW#El#lz+¼�-.¼l|+¾�-.¿̄ ÀÁNÂ�Ã*

��/®°

CÎBDEFG

��HI )") Ø�Õ×Ù���Ú��N)"q Ø�Õ×·}LM�N)"$�ÛÜÝà�Þß�

Üá�N)"( äâ�ãÝå�KLM�N)"c Ø�Õ×��ÏY�N)"f Z[ßæ�ç�àL

M�N)"Q ^#\#��XYLM�WNqf)�¡�×�z|NqfqáØWãÚ�z|Nqf$�

Y�z|NqfQ^#\#�}�z#ElN$q) Î���1��N$qq����1��N$q$ Î

����|N$q( ��1������|N$qc ��!�1#±��|N$qf $�%�� 1

���N$qJ �����l|N$f) î·��|N$fq!���EN(") ����1��N("q

�(1AÕ��B�N("$ ������N("(�(1AÕ�1C���|N("c ��D�1

E�WN("fF/
W��|N("Q^#\#��1��#ElNcq)R\¤1R]¤Ncqq}

e¡�RÓ¤Ncq$^�RP¤Ncq(_P¤Ncqc¡�~XY¤Ncqf�r¤NcqJ��¡�

¤��¥¤NcqO�t`Q¡�¤��¥¤Nc$)¡��d�¤Nc$qe¤1Rf¤Nc$$g¡

¤Nc$(hTX¤1¡�ka¤Nc$c°�1ivRP¤WNc$f ¡�R�RP¤Nc$J ¡�m

�1mc¤Nc$Q ^#\#¡��¢RPWNc() ÖÔR�RP¤Nc(q ol1T�R�RP

¤Nc($�x1R�RP¤WNc((h�DRP¤Nc(c ��1�ÑRP¤Nc(f��1j�+



�°RP¤WNc(J 6��1���RP¤WNc(O �1�R�RP¤Ncc) ��£¤�RP

¤Nccq �b�£¤¤Ncc$ `���RP¤WNcc( ��1��DRP¤Nccc �����

¤Nccf �¢1pijRP¤NccJ sl¤NccO un1��R�RP¤Ncf) VRR�RP

¤Ncfq ���1�1�R�RP¤Ncf$wq1Ry�l|Ncf(z×R�RP¤Ncfc��

� æàR�RP¤NcfQ ^#\#R�RPWNcJ) {y�¥�*¦§¤NcJq ÒÐ�¥¦

§¤NcJ$ ÒÐZ[�¥�*¦§¤NcJ( ÒÑ���¥�*¦§¤NcJc ÒÑ�¥�*¦§

¤WNcJf¡í¢R�RP¤NcJJÒ£1ÒÑÏ¦§¤NcJO¤Ò¥1¦Ò¥RP¤NcO)§

�Ò©RP¤NcOqª©¤NcO$ ÒÑ��«�¦§¤NcO( ³±²¦§¤NcOc �µ��¥�

*¦§¤NcOf }{}|��¦§¤NcOJ2Ô�¥�*¦§¤NcOOd��ka¤1£¤¤N

cQ)K}¦§¤NcQQ ^#\#�¥¦§#ElNfq)ÖÔR�«¬¤NfqqolR�«¬¤N

fq$ �¢�«¬¤Nfq( �¢1pij«¬¤Nfqcsl1unR�«¬¤WNfqfVRR�1

���«¬¤WNfqJ wq1Ry«¬¤NfqO z×R�«¬¤WNfqQ ^#\#R�«¬#

ElNJc) ��tB|1Ò�B¨|NJcq¿°�³�l|NJc$Â��³1�¸�l|NJcc

B¨|NJcf �P�l|NJf) ��1U�»¹|NJfq Åã�à:�;�<�l|NJf$ Æ

¾1�ñ»¹|NJf( È9 t13ÉÀÁ�l|NJfc blÌÄ� t�l|NJfQ ^#\

#»¹#ElNJJ) R�½º�l|NJJQ ^#\#½º#ElNJO)Îô�l|NJOqÏ�l

|NJOQ \+BDèé>5�¸W#El#lz+¼�-.¼l|+¾�-.¿̄ ÀÁNÂ�

Ã*��/®°

1�%'*#ÄÅÈÆ#ÇÈ : q"q$Ë $ Ì $) Í



■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、滋賀支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 滋賀支店

42 名

20 事業所

30.8%

14,358 円

9,942 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、梅田支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 梅田支店

103 名

72 事業所

29.5%

14,690 円

10,362 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、神戸支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 神戸支店

21 名

23 事業所

27.9%

13,322 円

9,606 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、姫路支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 姫路支店

19 名

18 事業所

28.2%

13,236 円

9,508 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、岡山支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 岡山支店

74 名

55 事業所

26.8%

12,526 円

9,166 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、広島支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 広島支店

41 名

34 事業所

25.4%

12,505 円

9,326 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、丸亀支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 丸亀支店

29 名

24 事業所

31.0%

11,819 円

8,159 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、福岡支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 福岡支店

23 名

36 事業所

26.9%

12,534 円

9,157 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、CS福岡支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー CS福岡支店

55 名

27 事業所

28.3%

13,371 円

9,581 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、久留米支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 久留米支店

13 名

29 事業所

28.8%

12,074 円

8,599 円



���������	

�
�ã����ÜÝ�Ø�$����

����� ! $" &# (! )�#�%'*+,-.��

1�%'*/02345.676 : 0289

1�%'*#;<=>.�����#?@ :

CABDEFG

��HI "J�KLM�N"ORPLM�N)) ^#\#LM�N)$ `]_Nab_WN)(d

eLM�Nqc{y�z|NqJ �b,~�z|NqO�l1��,~�z|N$" ��1���

zN$) �z�����#ElN$$ ��D�#ElN$( �l#ElN$f ������#E

lN$J`]de����N$O�4=�����N$Q ����Y#ElN(" ��1��#E

lN(q ^#\#����N(f  l#ElN(Q�b·©¯¡�Nc"�b·©¯¡�®°N

c) �b·©¯�¥Ncq ¡��¢RPWNcJ �¥¦§#ElNf" �¥¨©1ªY#ElN

f) R�«¬¯¡�Nfq R�«¬¯¡�®°Nf$ �¥«¬#ElNf( �b,~1�bD

�NfO ^#\#�µ#ElNJf »¹#ElNJJ ½º#ElW#El#lz+¼�-.¼l

|+¾�-.¿̄ ÀÁNÂ�Ã*��/®°

CÎBDEFG

��HI )") Ø�Õ×Ù���Ú��N)"q Ø�Õ×·}LM�N)"$�ÛÜÝà�Þß�

Üá�N)"( äâ�ãÝå�KLM�N)"c Ø�Õ×��ÏY�N)"f Z[ßæ�ç�àL

M�N)"Q ^#\#��XYLM�WNqf)�¡�×�z|NqfqáØWãÚ�z|Nqf$�

Y�z|NqfQ^#\#�}�z#ElN$q) Î���1��N$qq����1��N$q$ Î

����|N$q( ��1������|N$qc ��!�1#±��|N$qf $�%�� 1

���N$qJ �����l|Nc() ÖÔR�RP¤Nc(qol1T�R�RP¤Nc($�x1

R�RP¤WNc((h�DRP¤Nc(c ��1�ÑRP¤Nc(f��1j�+�°RP¤WN

c(J 6��1���RP¤WNc(O�1�R�RP¤Ncc) ��£¤�RP¤Nccq�b�£

¤¤Ncc$ `���RP¤WNcc(��1��DRP¤Nccc�����¤Nccf �¢1pi

jRP¤NccJsl¤NccOun1��R�RP¤Ncf) VRR�RP¤Ncfq ���1�1

�R�RP¤Ncf$wq1Ry�l|Ncf(z×R�RP¤Ncfc ��� æàR�RP¤N

cfQ ^#\#R�RPWNJc(Ã¹�l|NJcf�P�l|NJO)Îô�l|NJOqÏ�l|N

JOQ \+BDèé>5�¸W#El#lz+¼�-.¼l|+¾�-.¿̄ ÀÁNÂ�Ã*

��/®°

1�%'*#ÄÅÈÆ#ÇÈ : q"q$Ë $ Ì $) Í



■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、長崎支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 長崎支店

58 名

26 事業所

29.7%

11,955 円

8,407 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、鹿児島支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 鹿児島支店

2 名

11 事業所

32.6%

13,482 円

9,089 円
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■労働者派遣法に基づく情報公開

事業所名称：

①派遣労働者の数
（1日1人8時間平均／2021年9月30日時点）

②派遣先の数
（事業年度あたりの事業所の数）

③労働者派遣に関する料金額
（１日１人８時間平均）

④派遣労働者の賃金額
（１日１人８時間平均）

⑤マージン率

⑥教育訓練に関する事項 訓練名 主な訓練の内容
対象となる
派遣労働者

訓練の
方法

実施
主体

賃金
支給

の有無

費用
負担

入職前研修

・派遣スタッフとは
・期待されるスタッフ像
・派遣法について
・コミュニケーションとは
・身だしなみと挨拶

新規就労
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

現業職・
技能職研修

・ものづくり教育プログラム
・現場リーダー教育
・衛生管理者試験対策

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

販売・
サービス職研修

・販売員スキルアップ講座
・ビジネスマナー講座
・ストレスマネジメント
・コーチング

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

事務職研修

・ヒューマンスキル
・ストレスマネジメント
・コーチング
・部下指導・マネジメント

就労中の
派遣労働者

Off-JT 派遣元 有給 無償

⑦キャリア形成支援制度

⑧その他福利厚生に関するもの

※情報は2020年10月から2021年9月までのデータをもとに公開しております。

キャリアアップに資する教育訓練計画については、以下の弊社ＨＰをご確認ください。
https://www.willagency.co.jp/kyouiku_kunren/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、沖縄支店までご連絡ください。

社会保険加入の条件に該当した場合は、関東ＩＴソフトウェア健康保険組合の福利厚生特典が受けられま
す。（法定給付＋付加給付、保養施設の充実、旅行パックの割引・補助、提携スポーツクラブ・ゴルフ場・テ
ニスコートの割引使用など）

株式会社ウィルエージェンシー 沖縄支店

43 名

28 事業所

28.4%

12,149 円

8,700 円
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