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私たちは、1973年の設立以来、約半世紀にわたり
人財に関わる情報やサービスを社会に提供してきました。
企業や仕事との出会い、
キャリアや学びとの出会いを生み出す機会を創出し、
人々の人生を豊かにする。
これからも人々のはたらくを豊かにするサービスを提供していきます。

はたらくを、もっと豊かに。

Development
Information
Services for
Career
Opportunities
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仕事や進学に役立つ、資格・検定の申込ができるポータル
サイトです。インターネットに加え、全国5万店舗以上に
設置されているコンビニ端末からでも申込受付と検定料
の徴収ができるため、受検者の獲得に貢献します。

キャリアを考える人にプラス（＋）になる情報

を提供するディスコのサービスブランドです。

進学を考えるとき、将来のキャリアを考えるとき、

就職を考えるとき、転職を考えるとき。 様々な

ライフステージで訪れる選択の瞬間に、常に

人により添い、 そのキャリアがプラスになる

ための情報や体験を提供していきます。 

会員数40万人、掲載企業数約20,000社を誇る国内最大級
の就職情報サイトです。会員の約93％が大学・大学院生、
掲載企業の86％が従業員規模100名以上の大手・優良企
業、学生と企業の双方にとってセレクト型サイトとして
支持されています。さらに、キャリタスUCでの求人票配信
実績の連携、LINE公式アカウントのAPIを活用した採用コ
ミュニケーションツール「キャリタスContact」の導入な
ど、独自のサービスを提供しています。

「キャリタス進学」は、日本全国のほぼすべての大学・短大、
および主要専門学校を紹介している高校生向けの総合進学
情報サイトです。「高校生に自らのキャリアを意識した進路
選びをしてほしい」という思いのもと、進路選びに役立つコ
ンテンツ・サービスを提供しています。

看護師の転職、看護学生の就職のための情報サイトとして
業界トップクラスの約1,000社以上の掲載病院数を誇りま
す。動画やパンフレットの掲載を通じて、学生・転職希望者
の知りたい病院の特徴をわかりやすく提供しています。
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国内・海外大学の学生を対象として、プロの視点で企業紹
介やアドバイスを行い、学生の就職活動をきめ細やかに
サポートしています。これまでに7,000社以上の企業へ
9,500名を超える学生を紹介しています。就職サイト
「キャリタス就活」「CFN」を活用した登録促進が可能なた
め、幅広い人財ニーズに応えることができます。

「キャリタスUC」は企業が学校、またその学校に在籍する
学生へ向け、オンラインで求人情報をダイレクトに送付
できる配信システムです。求人票から直接エントリーで
きる機能も備え、現在、全国約70,000の企業と700を超え
る学校にご利用頂いております。企業の採用活動の効率
化、学生に向けてはミスマッチの少ない就職活動機会を
提供しています。

国内最大級の就活生向け合同企業説明会。キャリタス就
活と連動し、リアル（コンベンション施設等）や ウェブ形
式にて、さまざまな地域、業界、学生系統別など年間500回
以上開催しています。
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東京都新宿区にて創業

日本経済新聞社との業務提携により日経就職ガイド企画立案

日経就職ガイド創刊・発行協力

日本経済新聞社広告局後援で合同企業説明会「日経就職フォーラム」企画運営

ボストンで「キャリアフォーラム・イン・USA」を開催

米国子会社「DISCO International Career Resources,Inc.」（現DISCO International,Inc.）を設立

ロンドンで「キャリアフォーラム・イン・ヨーロッパ」を開催

サンフランシスコで「キャリアフォーラム」を開催

東京都新宿区下宮比町に本社移転

米国子会社を「DISCO International,Inc.」に改称

教育広報事業部新設

適性診断テスト「ハーバード21」開発・販売

日本経済新聞社『日経進学ガイド』創刊・発行協力

インターネット「日経プレイスメントパーク」サービス開始

人財紹介事業開始

採用代行・アウトソーシング部門を設立

インターネット「日経プレイスメントパーク」をポータルサイト「日経就職ナビ」に改訂・拡充

『日経就職ガイド 看護学生版』創刊・発行協力、「日経就職ナビ 看護学生版」サービス開始

「東京サマーキャリアフォーラム」開催

新卒紹介・派遣（C-1）事業開始

「東京ウィンターキャリアフォーラム」開催

「上海キャリアフォーラム」開催

（財）日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」の使用認定を受ける

外国人留学生のための就職フェア開催

グローバル人財のための就職・転職情報誌 CFNマガジン発行

東京都文京区後楽に本社移転

教育機関向け決済サービス「e-apply」サービス開始
企業と大学を結ぶ「ネット求人システム」（現キャリタスUC）をサービス開始

高校生向け進学情報ツール「スクールアプリ」を学校向けに販売開始

イベント・研修・スタジオ施設「神楽坂 Human Capital Studio」（新宿区）を開設

LINEと提携し「LINE進学」サービス開始　　　　　　 

成果報酬型・転職サイト「キャリタス転職」サービス開始

進学、就職に関わるサービスブランドをキャリタスに統一

就職情報サイト「キャリタス就活」サービス開始（協力：日本経済新聞社・日経HR)

高校生のための進学情報サイト「キャリタス進学」リニューアルオープン　　　　　 

「キャリタス看護」リニューアルオープン

本社を東京都文京区後楽2-5-1に移転、宮崎市にキャリタスサービスセンターを開設

LINEを使った採用コミュニケーションツール「キャリタスContact」を企業向けに販売開始

「シンガポールキャリアフォーラム」開催

宮崎市にビジネスソリューション事業部 宮崎オフィスを開設

海外経験者向けダイレクトリクルーティングサービス「GlobalCareer.com」を提供開始

COMPANY INFORMATION
会 社 名

英文社名

設　　立

資 本 金

売 上 高

代 表 者

従業員数

事業内容

許 認 可

株式会社ディスコ

DISCO Inc.

1973年10月

5000万円

142億8621万円（2022年9月期）

代表取締役社長　新留 正朗

461名（2022年9月末時点）

企業の人財採用に関するコンサルティング、採用広報活動の企画提案

高等教育機関の学生募集に関するコンサルティング、人財紹介・派遣事業

有料職業紹介事業 [13-ユ-080178]

労働者派遣事業 [派13-080255]

プライバシーマーク [第10820051(11)号]
所 在 地

【本社】
〒112-0004 東京都文京区後楽2-5-1　飯田橋ファーストビル 9階　TEL：03-5804-5500（代表）

【キャリタスエージェント事業部】
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-5　九段サウスサイドスクエア 2階　TEL：03-5804-5627

【キャリタスサービスセンター】 
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-7-28 TOKIWA30ビル 5階　TEL：0985-69-3231

【ビジネスソリューション事業部 宮崎オフィス】
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-7-28 TOKIWA30ビル 4階　TEL：0985-69-3577

支　　社

【札幌支社】 
〒060-0061 札幌市中央区南1条西6-15-1 札幌あおばビル 4階　TEL：011-272-8008

【東北支社】 
〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-14-18 定禅寺パークビルヂング 2階　TEL：022-213-1510

【名古屋支社】 
〒460-0003 名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル 5階　TEL：052-222-6751

【関西支社】 
〒541-0051 大阪市中央区備後町4-1-3 御堂筋三井ビル 7階　TEL：06-6228-0886

【広島支社】 
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18　東芝フコク生命ビル 9階　TEL：082-222-7811

【西部支社】 
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-10-4　第二博多偕成ビル 7階 　TEL：092-473-3392

子 会 社

【DISCO International, Inc.】
19 West 44th Street, Suite 404, New York, NY 10036 U.S.A  TEL：+1-212-403-6830

【DISCO International, Ltd.】
78 York Street London W1H 1DP, United Kingdom  TEL：+44-20-7127-5057

関連会社

【Hankyung Disco Corp.】
441. Chunglim-Dong, Chung-Ku, 100-791 Seoul Korea  TEL：+82-02-364-9999

海外大生や外国人留学生など海外経験のある人財に
直接オファーを送る、グローバル時代の新しい採用プ
ラットフォームです。新卒グローバル人財と企業の出
会いを支援します。

CFNはオンラインで世界中の登録者に対してWEBセミナー・
WEB面接が可能な採用プラットフォームです。海外の大学や
大学院で学ぶ正規留学生、日本の大学からの交換留学生、海外
で働くバイリンガル転職者、日本語の話せる外国人など様々
なグローバル人財が登録し、就職・転職活動を行っています。

Career Forumは世界各地で開催される対面形式の合同面接会で
す。開催地の一つBostonCareer Forumはグローバル人財採用
の先駆けとして、30年以上の歴史を積み上げ、海外の大学で学
ぶ留学生に絶対的な認知度を誇っています。

採用選考に加え、社員の定着・育成な
ど、組織活性の一助となるアセスメ
ントツールを毎年約1,000社にご提
供しております。基礎学力、ストレス
耐性などの測定項目や検査の形式、
ご予算などのご要望に合わせて、豊
富なラインナップをご用意しており
ます。

アセスメント・適性検査企画・クリエイティブ

WEB サイト、パンフレット、映像か
ら、ワークコンテンツの設計などに
至るまで、年間2,000以上にのぼる
ツール制作実績があります。一般の
制作会社とは異なり、進学・採用
マーケットに精通した専門会社だ
からこそ実現できるクリエイティ
ブワークをご提案します。

採用プロセスの企画立案から業務フ
ローの構築・運営まで、数多くの企業
の採用業務を請け負ってきました。
採用活動の生産性の向上はもちろ
ん、優秀な人財を採用するためのす
べてをサポートいたします。9 割以上
のお客様からご継続頂いている、高
い満足度を誇るサービスです。

アウトソーシング

CO R PO R AT E  D ATA
Global Service

Solution Service


