HISTORY OF PLENTY GROUP

1988
㈲沖縄プレンティースタッフ設立
創業者：比屋根利道（現代表取締役会長）

1992

ヒトと働く、 暮らしを繋ぐ。

㈲沖縄ホテルレストランスタッフ配ぜん人紹介所設立

1998
移転
宜野湾市喜友名から
宜野湾市新城へ移転

有料職業紹介や一般労働者派遣を行う。
本社を沖縄県那覇市泊から宜野湾市喜友名へ移転

2000

「適職紹介」。それは私たちが目指す職業紹介。

商号変更

株式会社ジョブプレンティー
沖縄県浦添市西原2丁目4番1号

有料職業紹介許可を取得し、沖縄県のホテルの配ぜん人の

P's SQUARE 4F

事業内容

2001
㈱ジョブプレンティー

1.職業紹介
（人材紹介）事業
2.一般労働者派遣事業
3.紹介予定派遣

恩納研修所（営業所）開設

変更前→㈲沖縄プレンティースタッフ

私たちは、「働く」と「暮らし」をよりよいものにしていく、

変更後→㈲プレンティースタッフ
変更前→㈲沖縄ホテルレストランスタッフ配ぜん人紹介所

ヒューマンディベロッパー。

変更後→㈲ジョブプレンティー

2006
㈱ジョブプレンティー

2007
㈱プレンティークリエイト設立

株式会社プレンティー東京

プレンティーホールディングスの前身

東京都港区浜松町2丁目7番8号加藤ビル2F

商号変更

事業内容
1.求人広告事業
2.採用コンサルティング事業
3.面接代行事業
4.転職支援事業
5.新卒支援事業

6.人材紹介事業
7.新規開発事業
8.アウトソーシング事業
9人材育成事業 etc...

変更前→㈲プレンティースタッフ

私たちプレンティーホールディングスは、「ヒトと働く」、「暮らしを繋ぐ」をキーワードに、人々の暮らしをより良いものにしていきます。

那覇営業所開設
労働者派遣事業許可取得

2008
㈱ジョブプレンティー

変更後→㈱プレンティースタッフ

恩納営業所移転

変更前→㈲ジョブプレンティー

名護営業所開設

株式会社アクトビルケア
沖縄県浦添市西原2-5-6
事業内容
1.清掃管理業務
2.客室清掃業務
3.スチュワード業務
4.警備・保安業務
5.環境衛生管理業務

6.設備保守管理業務
7.非常用発電機負荷機能点検
8.PFI・指定管理業務
9.損害保険・
生命保険代理店事業

変更後→㈱ジョブプレンティー

「Pʼ s SQUARE 適職紹介デスク」をつくりました。

2011
グループをホールディングス化
㈱ジョブプレンティー

共立クリエイトビル202

2013

事業内容
5.面接・応募代行事業
1.求人広告事業
2.採用コンサルティング事業 6.人材マネジメント業
3.研修・セミナー開発事業 7.職業有料紹介業
4.新卒採用支援事業

株式会社ジョブ プラスONE
沖縄県名護市字茂佐の森2丁目14番地6号

変更後→㈱プレンティーホールディングス

2015

rencontre

岩国オフィス開所（BASE 事業部）
事業内容

商号変更
変更前→㈱プレンティークリエイト

2014

1.有料職業紹介事業
2.一般労働者派遣事業

会社合流
㈲AM コーポレーションを㈱ジョブプレンティーの子会社化
現㈱アクトビルケアの子会社化

㈱ジョブプラスONE 労働者派遣事業許可取得
名護営業所を㈱ジョブプラスONE へ統合
浦添市港川にある複合商業施設
「ハッピータウン」所有権取得

研修など多用途に対応可能な「Pʼ s SQUARE 貸会議室」をつくりました。
飲食店が入る複合施設であるため、ご利用から懇親会までをワンストップで行えます。
「集う」ための利便性を追求したビジネス＆マルチコミュニケーションスペースです。
ここから多くの雇用やビジネス、トレンドが発信され、人々に気づきや学び、

㈱RSP 設立

ビジネスやアイデアと出会う「磁場」となり、
感化される「空間」でありたい。

2016
P s SQUARE 本社ビル建設
本社移転
宜野湾市新城から浦添市西原P's SQUARE へ移転

2017

102号室

また、ヒトとビジネス、ヒトと機会、チャンスが出会う場であり、会議やセミナ―、

会社設立

会社統合
㈱プレンティースタッフをジョブプレンティーへ統合

貸会議室や職業紹介スペースを備え、多彩な７つの飲食店にヘアサロン、エステサロンや金融機関、
ランゲージスクールやオフィスが集うパブリックスペースです。

「最良のマッチング」による雇用の創出を持続していくため、この新しい拠点の中核に

㈱プレンティー東京開設

沖縄県那覇市松島1丁目15番11号

2016 年、新たな飛躍を目指し、本社ビル「Pʼ s SQUARE」を建てました。

求人者と求職者の間に立つ私たちの社会的役割のひとつは職業紹介であり適職紹介です。

2010

株式会社RSP

「働く」に歓びを！「暮らし」によりよい空間を！ 私たちは人とヒト、人と企業を繋ぐヒューマンディベロッパー。

商号変更
変更前→㈲AM コーポレーション
変更後→㈱ジョブプラスONE

会社設立
㈱プレンティーランゲージスクールを設立（2018 年 2 月閉鎖）

2018
施設名称変更
変更前→ハッピータウン
変更後→P s TOWN

それは、我々の「働く」と「暮らし」を繋ぎ、
その質を向上させる「空間」づくりであると信じています。
プレンティーホールディングスは、この先も
「ヒトと働く、暮らしを繋ぐ」ヒューマンディベロッパーで
あり続けます。

COMPANY PROFILE

SERVICES
Pʼs SQUARE

社
所

名
在

地

〒901-2101
沖縄県浦添市西原2-4-1

代表取締役

比屋根 利通

設

立

2007年

金

2,460万円

資

本

主な事業内容

代表取締役兼 CEO

株式会社プレンティーホールディングス
Plenty Holdings Co.,Ltd

比屋根 利通（ひやね としみち）
1953年生まれ

沖縄県那覇市出身

Pʼs SQUARE 4階

1988年9月 有限会社沖縄プレンティースタッフ創業
（現）
株式会社ジョブプレンティー

有料職業紹介事業

2007年7月 代表取締役就任（現任）

株式会社プレンティークリエイト設立

47-ユ -300158

上５階建ての光あふれる佇まいの中にある最新のオフィス
空間で、民間のハローワークを目指す「P's SQUARE適

Pʼs VISION

職紹介デスク」、あらゆるビジネスコミュニケーションや
情報発信、学びの空間として高いデザイン性を誇る
「P's

略歴

不動産管理事業 /
グループ法人の経理・総務業務 /
厚生労働大臣許可

2016年沖縄県浦添市西原に本社ビル P's SQUARE

（ピーズスクエア）を建設。敷地8200平方メートル、地

(現)株式会社プレンティーホールディングス
代表取締役

兼CEO
（現任）

2010年3月 株式会社プレンティー東京本社

SQUARE貸会議室」を運営。また、コンセプトである
〈ヒ

トと働く、暮らしを繋ぐパブリックスペース〉、〈「LIFE」

「WORK」 「 FOOD」が織りなす日常空間〉を反映し、
オフィスと商業施設の複合ビルとして、７つの飲食店、金

Pʼs SQUARE

融機関、美容室やエステ、語学教室などが集う一歩先行

く複合商業施設としても多くの人が行き交う活気ある空間
をつくりだしています。

代表取締役
（現任）

2014年4月 株式会社RSP

代表取締役
（現任）

Pʼs TOWN
2017年、浦添市の商業中心地・国道58号線に面した
複合商業施設「ハッピータウン」を取得し運営を開始。

後に施設名称を
「P's TOWN」に変更。P's TOWNは、

３つの飲食店をはじめ大型アパレル、携帯ショップや美

容室、デンタルクリニックや保育園が集う複合商業施設。

ORGANIZATION CHART

地域の賑わいを創造します。

Pʼs TOWN

Pʼs SQUARE 適職紹介デスク
「わたしの仕事、今日みつける！」本社ビル P's SQUARE（浦添市西原）４

プレンティーグループの総合力。

Fで行っている職業紹介サービス。転職・就職相談はもちろん、再就職支援、

「人材サービス」「総合ビルメンテナンス」「不動産管理」「求人広告、採用コンサルティング」「語学関連」という５つの専門領域から創り出す
最適なサービス＆ソリューション。

学生のアルバイト、主婦のパートやつなぎバイト
（単発）など、求職相談か

ら求人企業とのマッチング、面接同行、内定獲得までの総合的な就職支援

サービスの提供を行っております。職業紹介士が常駐し、求職者一人ひと

りのスキルや経験のみならず、志向や興味の領域、ライフステージをしっか

り把握した上で求人企業様とのマッチングを実施。また求人企業様の魅力

持株会社・不動産管理業・有料職業紹介

をしっかりお伝えし納得感の高い採用を実現。求人者と求職者の間に立つ

株式会社プレンティーホールディングス
有料職業紹介・一般労働者派遣

株式会社ジョブプレンティー
有料職業紹介・広告代理店業

株式会社プレンティー東京本社
総合ビルメンテナンス・受託事業

株式会社アクトビルケア
広告代理店業

株式会社ＲＳＰ

私たちだからできる最良のマッチングの仕組みがここにあります。

有料職業紹介・一般労働者派遣

株式会社ジョブプラスＯＮＥ

Pʼs SQUARE 貸会議室
ハイクオリティーでリーズナブルな４つの空間をご提供。

各種会議、講演会、ワークショップ、セミナー、研修会、説明会、イベント、
展示会とさまざまな用途に合わせてご利用いただけます。

多彩な飲食店が入居している為、ご利用前の打ち合わせやご利用後のアフ

ターに便利です。
Wi-Fi無料完備

駐車場250台

西原インターチェンジから3分

