会社概要
商号

株式会社プラウド

会社所在地

〒101-0026
東京都千代田区神田佐久間河岸46-3   UFビル5  4F

事業内容

人材派遣業（一般人材派遣事業免許 :般 13-01-0794 ）
職業紹介業（有料職業紹介事業免許 :13-ユ -300035 ）

もっと良い解決策を
見つけませんか？

業務請負業
一般貨物自動車運送事業許可（関自貨第1801号）
第一種貨物利用運送事業許可（関自貨第1801号）
一般貸切旅客自動車運送事業（関自旅一第822号）
産業廃棄物処理業（第13-00-160233号）
古物商許可（第307711104361号）
プライバシーマーク（第10862127号）
グリーン経営認証（T130344 ）
設立年月日

2000年5月8日

払込資本金

3,680万円

決算期

3月

主要取引銀行

三井住友銀行

役員

代表取締役社長

みずほ銀行
石山

光博

取締役（常

勤） 長塚

久剛

取締役（常

勤） 飯田

実

監査役（非常勤） 新井

豊  

詳細はお気軽にお問い合わせ下さい！
お問い合わせはこちら
ドライバー派遣

http://www.be-proud.jp/driver/advantage.html

人材紹介

http://syoukai-proud.jp/index.html

貨物運送

http://www.be-proud.jp/newwork/transport.html

傭車

http://yousya-proud.jp/

物流インソーシング

http://www.ec-proud.com/

TEL.03-5835-0585
受付 9：00 〜 18：00（土・日・祝祭日を除く）

株式会社プラウド
本社

〒 101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸 46-3 UF ビル 5

4F

http://www.be-proud.jp/
http://syoukai-proud.jp/
http://yousya-proud.jp/
http://www.ec-proud.com/

ビジネスシーンの
“悩み事”
に 、最適な解決 策を提案します！
人材紹介（紹介予定派遣）

配送ドライバー
出張、イベントの車両移動、運営

紹介予定派遣とは、社員雇用を前提に、まず「派遣」
という形態で一定期間（ 6ヶ月以内）派遣スタッフが就業し、その後 、企業と派遣スタッフ双方
の合意のうえで雇用が成立するシステムです。

役員専属ドライバー

ドライバー派遣

お客様の
メリット
ラッピング、入荷検品
特殊車両のドライバーと
補助業務
在庫管理

物流
インソーシング
セットコードの整備

人材紹介

採用
実績例

●人材を採用する際のコストや手間を大幅に削減で
きます。
●企業と人材のミスマッチを防ぐことができます。
●「見極め期間」を派遣で対応できます。

ポイント

採用代行
求められる人物像 、スキルなどを事前に把握し、人
選後の面接スケジュール調整 。

1.紹介予定派遣導入前の履歴書請求・面接・試験が可能です。
2.紹介予定派遣の派遣期間は、最短1日から最長6ヶ月です。
3.職業紹介行為を派遣受入前および派遣期間中に行うことができます。
4.紹介予定派遣で採用を断わることが可能です。
5.紹介予定派遣を利用して雇用した場合 、改めて試用期間を設けることはできません。

貨物運送・傭車・旅客
貴社の専属便、社内拠点間のメール便、各店舗の回収・配達業務などの、車両と人員の
手配を致します。

（紹介予定派遣）

●特定エリアにおける定時運行と基本作業手順の徹底を図るため、当社独自のマニュアルに基づく
同乗指導や現場検証を実施し、輸送品質を向上させます。
●配送専門車両（冷凍・冷蔵・ドライ・ハンガーなど）
、集配 、チャーター便もご利用できます。
採用代行

お客様の
メリット

PC 関連の障害復旧

システムサポート

通信環境の手配と設置

採用
実績例

●貴社の車両・ドライバー不足を解消できます。
●早朝・深夜を問わず、24時間〜年中無休でご利用できます。
取集業務
ワンボックス・2ｔ車・4ｔ車による郵便物
の取集・ゆうパックの集荷業務 。

配送業務※1
集配業務※2
2ｔパワーゲート車 、3ｔパワーゲート 2ｔ車による東京23区内の集配業務
車での事務用品 、事務机 、電化製品 、 の受託 。
寝具 、重量物 、その他関連品の配送
と設置業務 。

旅客業務
送迎バスとドライバーを手配 。
用 途に応じて26人 乗りまで対 応 可
能。

※1：配送エリアは関東全域です。
※2：接客態度、身だしなみ、挨拶などのセールスドライバーとしての役割にも配慮しています。

取集業務

貨物運送・傭車

オフィス機器の選定
オフィス機器の設定補助

配送業務

物流インソーシング
商品の検品と保管、入出庫を一括インソーシング致します。

集配業務

お客様の
メリット

ドライバ ー 派遣

採用
実績例

少子化や若者の車離れなど、ドライバー不足は深刻化しています。
プラウドでは、
「必要な時」に「必要な人数」のスペシャリストをご提供します。
●フィールドマネージャーがご依頼の業務の内容を習得し、業務の効率化と管理業務の軽減を図っ
たうえで業務マニュアルを作成し、派遣スタッフに業務内容や留意点を指示します。
●スポットと呼ばれる1日だけの業務から、派遣法最長の3年間までご利用いただけます。
●急なドライバー派遣のご依頼も受け付けております（条件が整えば、本日のご依頼で明日からの就
業も可能となります）。※ただし30日以下の契約の場合は、諸条件に該当する場合のみ派遣が可能となります。
お客様の
メリット

採用
実績例

出張、イベントの車両移動、運営など※
大型二輪や三輪バイクの展示・試乗イ
ベント、大型ラッピング車の運転など
の車輌管理 、運行管理 、運転業務を
トータルサポート。

委託先倉庫からの切り替え
B to Bおよび B to Cの対応とラッピング、
入荷検品などの内容を確認し、準備期間を
経て全面切り替えを実施 。ロット管理を万全
にし、在庫管理は賞味期限ごとに棚を分け、
混在しないよう配慮 。

自社倉庫との併用
キャンペーン内容に合わせたセットコードの
整備や在庫管理方法について提案 。エリアに
よっては自社倉庫から出荷したいというご希
望があり、配達日数や運賃などを考慮し、最
適な選択をして頂けるよう柔軟に対応 。

システムサポ ート

●作業の効率化とコストの大幅な削減ができます。
●社員がコアコンピタンスに注力できるので、
“社内の活性化”
を促進できます。
配送ドライバー
医薬品配達、ルート集配 、トレーラー
輸送など、さまざまな業種の配送業
務。

●物流診断を実施することにより、
「適正な利益」が出るようにサポートします。
●おもてなしの精神で、エンドユーザーの気持ちが冷めないうちにお届けします。

貴社のシステム部として、全面的にサポートします。

役員専属ドライバー
特殊車両のドライバーと補助業務
役員専用車 、ゲストの送迎など、不規 健診車の運転と受付、レントゲンやマー
則なニーズにもフレキシブルに対応 。 ゲンの介助 、フォークリフトによる積み
降ろしを伴うなどの特殊免許が必要な
業務などで、貴社車両の運転と付随す
る業務の補助にもセットで対応 。
※スポット、出張先での人員手配や会場の設営 、受付、ご案内も含みます。

お客様の
メリット

●取 引先との交渉 、メンテナンス、
PC入れ替え、トラブル発生時の対
応 、社内システム内制化準備など、
煩わしい作業から解放されます。

採用
実績例

障害受付窓口
全国各拠点からの PC関連の障
害を一次受付し、障害ごとに各ベ
ンダーに振り分けて対応を依頼 。
月度で障害件数や進捗のレポー
トを提出 、必要に応じて各拠点
へ訪問、復旧や PC導入のサポー
トを実施 。

オフィス機器の選定・設定補助
オフィス機 器 の 新 規 購 入 時に、
業務に必要な機能を有するかの
選定・提案を行い 、新規 PC導入
時には指定の仕様に設定 、PCの
管理台帳を作成・更新 。

事務所の開設サポート
拠点拡大に伴い発生する電話、イ
ンターネットなどの 通 信 環 境 の
手 配と設 置 、屋 内 の 電 話 配 線 、
LAN配線 、複合機・プリンターの
ご案内 、各種設定作業を実施 。

