
about Randstad
ランスタッドは、世界38の国と地域に拠点を構える、世界最大級の総合人材サービス会社です。

私たちは、最良のソリューションを提供しながら、人材サービス市場の常識を塗り替えつづけます。

ランスタッド（2019年2月現在）

■社　        名：ランスタッド・エヌ・ヴィー

■設　　　　 立：1960年10月

■代 表 者：CEO& Chairman ジャック・ファン・デン・ブルック

　　　　　　　　　　CFO ヘンリー・シューマー

■本社所在地：オランダ

■従 業 員 数：約38,820名 ※1

■資 本 金：2,936.2億円（23億1,200万ユーロ） ※2

■売 上 高：3兆2,412億円（238億1,200万ユーロ）2018年度実績（12月決算） ※2

■事 業 所：オランダ・アルゼンチン・オーストラリア・

                       ベルギー・ルクセンブルク・カナダ・

                       チリ・フランス・ドイツ・ギリシャ・日本・

                       インド・イタリア・メキシコ・ポーランド・

                       ポルトガル・スペイン・スウェーデン・スイス・

                       イギリス・アメリカなど 世界38の国と地域

■事 業 内 容：総合人材サービス

■U R L ： www.randstad.com

ランスタッド株式会社（2019年2月現在）

■社　　　　 名：ランスタッド株式会社

■設　　　　 立：1980年8月
■代 表 者：代表取締役会長兼CEO カイエタン・スローニナ

　 　　　　　　　　代表取締役社長兼COO 猿谷 哲
■住　　　　 所：〒102-8578　東京都千代田区紀尾井町 4-1
　 　　　　　　　　ニューオータニガーデンコート21F
■資 本 金：1億円

■事 業 内 容：人材派遣サービス

 　　　　紹介予定派遣サービス

 　　　　人材紹介サービス

 　　　　アウトソーシング事業

■事業許可番号：労働者派遣事業許可番号　派13-010538
　 　　　　　　　　有料職業紹介事業許可番号　13-ユ-010554
■U R L ： www.randstad.co.jp

Randstad o�ice

※ 1  2018年12月末時点

※2  1ユーロ=127.0円換算/2018年12月末時点



about Randstad

■Company Name 
■Establishment  
■Representatives

■Head Office

■Capital Fund 
■Services  

■License No.

■URL

Randstad K.K. 
August 1980
Kajetan Slonina, Chairman and CEO
Satoshi Saruya, President and COO
New Otani Garden Court 21F, 
4 -1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
100million yen       
Temporary Staffing
Temp-to-Perm 
Permanent Placement
Outsourcing
派13 -010538
13-ユ-010554
www.randstad.co.jp     

Randstad K.K. （as of February 2019）
:
: 
: 

: 

: 
:

:

:  

Randstad was founded in 1960 in the Netherlands.Through the half century, we have expanded  in 38 countries and are 
leading the global HR industry. We are here to extend our reach of high quality services to Japan; by combining our 
global experience and success proven unique services and business models to suit the needs of Japanese business 
practices and the labor market.

Randstad o�ice

■Company Name
■Establishment
■Representatives 

■Head Office
■Corporate Employees 
■Capital Fund
■Revenue
■Office Networks

■Services
■URL

Randstad n.v.  
October 1960
Jacques van den Broek, CEO&Chairman
Henry Schirmer, CFO
Netherlands 
38,820  ※1

293 billion yen (2.3 billion Euro)  ※2

3,241 billion yen (23.8 billion Euro) as of December 2018  ※2

the Netherlands, Argentina, Australia, 
Belgium, Luxembourg, Canada, 
Chile, France, Germany, Greece, 
Japan, India, Italy, Mexico, Poland, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, 
the UK, the United States and others  
Total 38 countries  
HR Services 
www.randstad.com 

Randstad （as of February 2019）
:
: 
: 

: 
: 
: 
: 
:

:
: 

※ 1  as of December 2018 end
※2  one euro at 127.0 Japanese yen exchange rate/ as of December 2018 end


