
■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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 札幌支店

386 名

416 事業所

27.8%

13,138 円

9,487 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、北見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）

株式会社オープンループパートナーズ 北見支店

47 名

40 事業所

30.5%

12,253 円

8,517 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、新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）

株式会社オープンループパートナーズ 新札幌支店

63 名

56 事業所

27.4%

11,441 円

8,302 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、道東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）

株式会社オープンループパートナーズ 道東支店

45 名

29 事業所

29.3%

11,044 円

7,806 円



���������	

�
��������������ÆÇ��

����� ! $" &# (! )�#�%'*+,-.��

1�%'*/02345.676 : 0289

1�%'*#;<=>.�����#?@ :

CÎBDEFG

��HI qqc ûøp1ùüýþ�Nqcq���z|Nqc$��1�¬�z|Nqc(��1	

��z|Nqcf Ò���z|NqcJ ÿ��z|NqcO de1���z|NqcQ ^#\#{y

�z#ElNqf$ �Y�z|NqfQ ^#\#�}�z#ElNqJ) �b�
�z|NqJq �

�1����z|NqO) �l1���z|NqOQ ^#\#�l1���zN$") ��1��

��z|N$"$���z|N$)) �äÙ���|N$)q u�Ú���|N$)$ Ù����Ú�

�|N$)Q ^#\#�z�����N$q) Î���1��N$qq����1��N$q$ Î��

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

�N$qJ �����l|N$$Q ^#\#��D�#ElN$(( �¥�*���l|N$Oc à:

�;�<EN$Q) �Y�N(") ����1��N("q �(1AÕ��B�N("$ �����

�N("(�(1AÕ�1C���|N("c��D�1E�WN("fF/
W��|N("Q ^

#\#��1��#ElN(q$��NG�N(q(PJL&�N(f)  V�l|N(fqWO�l

|Ncq) R\¤1R]¤Ncqq}e¡�RÓ¤Ncq$^�RP¤Ncq(_P¤Ncqc ¡�~X

Y¤Ncqf�r¤NcqJ��¡�¤��¥¤NcqO�t`Q¡�¤��¥¤Nc$) ¡��d�

¤Nc$qe¤1Rf¤Nc$$g¡¤Nc$(hTX¤1¡�ka¤Nc$c °�1ivRP¤WN

c$f ¡�R�RP¤Nc$J¡�m�1mc¤Nc$Q^#\#¡��¢RPWNc() ÖÔR�R

P¤Nc(qol1T�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¤WNccc����

�¤Nccf �¢1pijRP¤NccJsl¤NccOun1��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 ^#\#�¥¦§#ElNf"){y�¥�*ªY¤Nf"qÒÐ�¥�*

ªY¤Nf"$ ³±²¨©¤Nf"( �µ��¥�*¨©WNf"c }{}|��ªY¤WNf))¡

��¢«¬¤Nf)q ¡�£¤1m�«¬¤Nfq$ �¢�«¬¤Nf$$ ³±²«¬¤Nf($ R

¤Nf(Q ^#\#�b,~WNff)>��´1NffQ^#\#³±²�´#ElNfO(â´�

à:â��´�l|NfQf¼½�l|NJc) ��tB|1Ò�B¨|NJcq¿°�³�l|N

Jc$Â��³1�¸�l|NJc(Ã¹�l|NJccB¨|NJcf�P�l|NJf) ��1U�

»¹|NJfq Åã�à:�;�<�l|NJf$ Æ¾1�ñ»¹|NJf( È9 t13ÉÀÁ

�l|NJfc blÌÄ� t�l|NJfQ ^#\#»¹#ElNJJ)R�½º�l|NJJQ^

#\#½º#ElNJO) Îô�l|NJOq Ï�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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、旭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）

株式会社オープンループパートナーズ 旭川支店

77 名

70 事業所

27.3%

11,915 円

8,661 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、千歳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）

株式会社オープンループパートナーズ 千歳支店

63 名

75 事業所

28.5%

12,389 円

8,864 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、青森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）

株式会社オープンループパートナーズ 青森支店

82 名

94 事業所

25.3%

11,266 円

8,421 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、八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）

株式会社オープンループパートナーズ 八戸支店

62 名

99 事業所

26.9%

11,088 円

8,109 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、山形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）

株式会社オープンループパートナーズ 山形支店

21 名

40 事業所

27.5%

12,041 円

8,728 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 盛岡支店

16 名

10 事業所

25.0%

12,262 円

9,194 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 仙台支店

127 名

181 事業所

29.0%

13,207 円

9,374 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 宇都宮支店

79 名

77 事業所

26.2%

13,345 円

9,852 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 大宮支店

41 名

31 事業所

29.0%

15,088 円

10,708 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、池袋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）

株式会社オープンループパートナーズ 池袋支店

102 名

70 事業所

27.6%

15,925 円

11,534 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 秋葉原支店

88 名

108 事業所

29.6%

17,154 円

12,084 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 新宿支店

529 名

253 事業所

28.1%

15,874 円

11,416 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 横浜支店

104 名

72 事業所

29.1%

16,059 円

11,380 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 長岡支店

39 名

38 事業所

27.5%

12,574 円

9,110 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 新潟支店

80 名

62 事業所

27.9%

12,857 円

9,265 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 金沢支店

31 名

30 事業所

30.5%

13,872 円

9,639 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 静岡支店

46 名

39 事業所

24.6%

13,456 円

10,149 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 名古屋支店

220 名

86 事業所

24.6%

13,876 円

10,462 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 四日市支店

83 名

33 事業所

29.3%

14,562 円

10,296 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 梅田支店

178 名

169 事業所

27.1%

15,278 円

11,132 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 神戸支店

23 名

26 事業所

29.6%

14,912 円

10,502 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、高知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）

株式会社オープンループパートナーズ 高知支店

34 名

27 事業所

30.8%

12,482 円

8,631 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、松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）

株式会社オープンループパートナーズ 松山支店

64 名

41 事業所

26.7%

12,218 円

8,960 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 広島支店

40 名

34 事業所

29.1%

15,252 円

10,814 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 福岡支店

194 名

162 事業所

26.5%

14,014 円

10,300 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、北九州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）

株式会社オープンループパートナーズ 北九州支店

50 名

43 事業所

28.4%

13,102 円

9,380 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、熊本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）

株式会社オープンループパートナーズ 熊本支店

111 名

76 事業所

29.5%

12,583 円

8,876 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.olp.co.jp/member/training/

キャリア・コンサルティングに関するご相談は、宮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）

株式会社オープンループパートナーズ 宮崎支店

68 名

36 事業所

30.5%

12,328 円

8,564 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 鹿児島支店

45 名

29 事業所

29.9%

12,107 円

8,484 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.olp.co.jp/member/training/

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）

株式会社オープンループパートナーズ 沖縄支店

177 名

139 事業所

29.6%

12,683 円

8,931 円
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