
労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第 23条 

第 5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせします。 

 

許可番号 派 13-307007 許可年月日 平成 28年 11月 1日 

事業所の名称 佐川グローバルロジスティクス株式会社 本社 

事業所の所在地 〒140-0012 

東京都品川区勝島１丁目１番地１号 勝島流通センターＡ館２階 

 

 

対象期間  令和 3年 6 月 1日~令和 4 年 5月 31日 

 

 

１. 派遣労働者の数    

令和３年６月１日時点での人数  ３６名 

 

２. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

派遣先の実数（対象期間中）  ５件 

 

３. 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

労働者派遣の料金の額の平均（１日８時間／円）  １２，２９５円 

派遣労働者の賃金の額の平均（１日８時間／円）   ９，４１３円 

マージン率（小数点第２位以下を四捨五入）  ２３．４% 

 

 

その他 

マージン率に含まれる費用 

・社会保険料（雇用保険・厚生年金・健康保険・労災保険） 

・福利厚生（有給休暇・健康診断等） 

・教育研修費 

・会社運営費用（人件費・賃貸料・広告宣伝費等） 

・営業利益 

 

４. 教育訓練に関する事項 

ビジネスマナー・安全教育 初めて当社で就労を開始される方 

作業工程・オペレーション訓練 基本作業方法の理解 

ムダ取り・業務改善研修 不要工程の発見と報告 

リーダー研修 初めて当社で就労を開始される方への指導方法 

 

 



労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第 23条 

第 5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせします。 

 

許可番号 派 13-307007 許可年月日 平成 28年 11月 1日 

事業所の名称 佐川グローバルロジスティクス株式会社 西日本エリア（九州） 

事業所の所在地 〒811-2315 

福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原 4－4－1 SGリアルティ糟屋 

 

 

 

対象期間  令和 3年 6 月 1日~令和 4 年 5月 31日 

 

 

４. 派遣労働者の数    

令和 2年６月１日時点での人数  ２名 

 

５. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

派遣先の実数（対象期間中）  １件 

 

６. 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

労働者派遣の料金の額の平均（１日８時間／円）  １１，２０２円 

派遣労働者の賃金の額の平均（１日８時間／円）   ７，９３９円 

マージン率（小数点第２位以下を四捨五入） ２９．１% 

 

 

その他 

マージン率に含まれる費用 

・社会保険料（雇用保険・厚生年金・健康保険・労災保険） 

・福利厚生（有給休暇・健康診断等） 

・教育研修費 

・会社運営費用（人件費・賃貸料・広告宣伝費等） 

・営業利益 

 

４. 教育訓練に関する事項 

ビジネスマナー・安全教育 初めて当社で就労を開始される方 

作業工程・オペレーション訓練 基本作業方法の理解 

ムダ取り・業務改善研修 不要工程の発見と報告 

リーダー研修 初めて当社で就労を開始される方への指導方法 

 



労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第 23条 

第 5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせします。 

 

許可番号 派 13-307007 許可年月日 平成 28年 11月 1日 

事業所の名称 佐川グローバルロジスティクス株式会社 西日本エリア（広島） 

事業所の所在地 〒734-0013 

広島県広島市南区出島 1丁目 19番 20号、 

佐川急便株式会社中国・四国支社 8階 

 

 

対象期間  令和 3年 6 月 1日~令和 4 年 5月 31日 

 

 

７. 派遣労働者の数    

令和 2年６月１日時点での人数  ６名 

 

８. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

派遣先の実数（対象期間中）  １件 

 

９. 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

労働者派遣の料金の額の平均（１日８時間／円）  ９，６００円 

派遣労働者の賃金の額の平均（１日８時間／円）   ７，２００円 

マージン率（小数点第２位以下を四捨五入）  ２５．０% 

 

 

その他 

マージン率に含まれる費用 

・社会保険料（雇用保険・厚生年金・健康保険・労災保険） 

・福利厚生（有給休暇・健康診断等） 

・教育研修費 

・会社運営費用（人件費・賃貸料・広告宣伝費等） 

・営業利益 

 

４. 教育訓練に関する事項 

ビジネスマナー・安全教育 初めて当社で就労を開始される方 

作業工程・オペレーション訓練 基本作業方法の理解 

ムダ取り・業務改善研修 不要工程の発見と報告 

リーダー研修 初めて当社で就労を開始される方への指導方法 

 



労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第 23条 

第 5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせします。 

 

許可番号 派 13-307007 許可年月日 平成 28年 11月 1日 

事業所の名称 佐川グローバルロジスティクス株式会社 関西エリア（大阪） 

事業所の所在地 〒554 -0024     

大阪府大阪市此花区島屋 4－4－51 3階 

 

 

対象期間  令和 3年 6 月 1日~令和 4 年 5月 31日 

 

 

１０. 派遣労働者の数    

令和 2年６月１日時点での人数  １名 

 

１１. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

派遣先の実数（対象期間中）  １件 

 

１２. 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

労働者派遣の料金の額の平均（１日８時間／円） １４,９９８円 

派遣労働者の賃金の額の平均（１日８時間／円） １２,０００円 

マージン率（小数点第２位以下を四捨五入） ２０．０％ 

 

 

その他 

マージン率に含まれる費用 

・社会保険料（雇用保険・厚生年金・健康保険・労災保険） 

・福利厚生（有給休暇・健康診断等） 

・教育研修費 

・会社運営費用（人件費・賃貸料・広告宣伝費等） 

・営業利益 

 

４. 教育訓練に関する事項 

ビジネスマナー・安全教育 初めて当社で就労を開始される方 

作業工程・オペレーション訓練 基本作業方法の理解 

ムダ取り・業務改善研修 不要工程の発見と報告 

リーダー研修 初めて当社で就労を開始される方への指導方法 

 

 



労働者派遣事業に関わる情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第 23条 

第 5項の規定に従い、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報をお知らせします。 

 

許可番号 派 13-307007 許可年月日 平成 28年 11月 1日 

事業所の名称 佐川グローバルロジスティクス株式会社 関西エリア（京都） 

事業所の所在地 〒612-8379 

京都府京都市伏見区南寝小屋町 5 京都 SRCビル 3階 

 

 

 

対象期間  令和 3年 6 月 1日~令和 4 年 5月 31日 

 

 

１３. 派遣労働者の数    

令和３年６月１日時点での人数  １０名 

 

１４. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数 

派遣先の実数（対象期間中）  ２件 

 

１５. 派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項 

労働者派遣の料金の額の平均（１日８時間／円）  １３，７５３円 

派遣労働者の賃金の額の平均（１日８時間／円）   ９，３５３円 

マージン率（小数点第２位以下を四捨五入）  ３２．０% 

 

 

その他 

マージン率に含まれる費用 

・社会保険料（雇用保険・厚生年金・健康保険・労災保険） 

・福利厚生（有給休暇・健康診断等） 

・教育研修費 

・会社運営費用（人件費・賃貸料・広告宣伝費等） 

・営業利益 

 

４. 教育訓練に関する事項 

ビジネスマナー・安全教育 初めて当社で就労を開始される方 

作業工程・オペレーション訓練 基本作業方法の理解 

ムダ取り・業務改善研修 不要工程の発見と報告 

リーダー研修 初めて当社で就労を開始される方への指導方法 

 


