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ナビクル 2.0連絡なしで音信不通になりました。
アシスト 3.0電気工事の仕事を希望したのですが、解体作業やその他の雑工事の現場ばかり回されました。

エレステサービス 3.0

入った当初は「嫌な仕事があったらいってねー、その仕事には回さないようにするから」と言われました。
働き始めてから一年くらいは楽しく働けていたのですが、職場環境が急に悪くなり、それまで仲良くしていた社員さんとも距離ができてきました。
派遣会社に「仕事を変えたい」と相談しましたが、変わりませんでした。

キャリアスタッフ 3.0

製造業の日勤を希望して登録したのですが、紹介された派遣先は日勤は女性・夜勤は男性と決まりがあったため、男性の私も夜勤をすることになりました。
担当者にクレームとして言ったのですが、「会社と話し合ってみます」と言った後、何の連絡もなく放置されました。
結局、夜勤が身体に合わなかったので、2年くらいで退職しました。

きらケア 3.0
入職前の説明では「休憩120分残業ナシ」でしたが、いざ働き始めると多忙な職場で、休憩は60分もしくはまったく取れなかったり、30分程度の残業も頻繁にありました。
契約内容の違いについて派遣会社に何度も相談しましたが、改善の見込みがなかったため、初回契約期間満了のタイミングで退職し、派遣会社の登録も抹消しました。

コスモス 3.0勤務地が遠く通えないところでした。
シグマテック 3.0派遣会社の紹介で工場での仕事をしていましたが、給与の入社祝金の条件が入社前と違い、残念に感じました。
トラスト 3.0自分が希望する職種をまったく紹介してもらえませんでした。
トランス・コスモス 3.0求人に掲載されている時間帯や時給、仕事内容が希望条件にマッチしていたので応募しましたが、いざ話を聞きに行くと全然違う内容で、難色を示したところ違う仕事を紹介されてしまい、無駄足でした。

ハイスタッフ 3.0
派遣先の店長はパワハラ全開の中年で、とくに研修もないまま働かされ、叱られ続けました。
突然決まった仕事でしたが、事前に店長のパワハラに関する説明があれば受けませんでした。

富士通エフサス・クリエ 3.0

もうこちらの派遣会社は使っていませんが、当時の派遣先（富士通エフサス）にて直属の上司にあたるプロパーからセクハラを受けていました。
2人での飲みを断ったところから執拗に連絡が来るようになり心も病みかけていたので同じ派遣の同僚に相談して、派遣先のさらに上の上司（男性）に相談してみましたが男性目線で話が進まずよい方向には行きませんでした。
そして、派遣会社の担当営業は新人だったので解決せず、最終的には契約期間中に派遣切りとなり精神的につらかったです。
その後もハローワークに提出物を持っていく際、会社都合にも関わらず自己都合にされている事が判明したり、異議申し立ての手続きを行ったりで雇用保険の手続きもスムーズにいかず最悪でした…。
もう二度と富士通関連では働きたくないと思いました。

フジワーク 3.0態度が横柄な人が多く、指示も適当なため、言った言わないのトラブルが多くストレスになりました。

ベルシステム 3.0

選挙の出口調査で働きました。
朝6時半から19時半まで長時間の勤務で、当日まで予定が伝えられず不安でした。
当日もどこにいくのか、何時までなのか様子を見ながら決める感じだったので、終わりが見えずきつかったです。

ワールドプランニング 3.0担当者に「来月求人が出そうなところがあるので待っていてください」と言われたが、連絡がありませんでした。

GiFT（ギフト） 3.0
友だちと一緒に働ける条件の求人に応募したのですが、友だちと一緒に働けなかったことが計3回続きました。
担当の方には、「次は一緒に働けるようにするね～」等と適当にあしらわれました。

リクルートスタッフィング 3.5釣り求人のようなものがあり、それが気になるんですがというと「それと似たようなものがこれです」と他の案件を紹介されました。
自身が求めている求人の紹介が無かった。
「週末までに進捗状況と翌週の連絡を入れる」「電話が無理でもメールを入れる」と言っても、何度も約束を破られました。

営業担当者から事前に聞いていた業務内容や残業時間が実際には違いがあり、就業開始後に何度も派遣元の担当者とやり取りが必要になって非常に面倒でした。
また、担当者は私が就業する直前に別の担当者から引き継いでいたので、仕方のないことではありますが、情報の引き継ぎ等も含め手間がありました。
さらに、派遣先企業と業務内容や労働条件についてすり合わを行う必要もあったので、職場の人たちと良い関係性を構築していけるのか不安でした。
別の派遣先に就業していたときの担当者は非常に良かったので、各案件の担当者によって対応はまちまちだと思いますが、あまり望ましくないやり取りだったので残念に思えました。

エスプールヒューマンソリューションズ 3.5当日面接に行く予定の派遣社員が急に休んで一人で面接に行くことになった。
派遣会社サイトに人気が高いデータ入力の求人情報がたくさん掲載されていたので登録会に行ったところ、実際勧められたのは全然違うジャンルの仕事ばかり。
データ入力の仕事にエントリーしても採用される気配がまったくありませんでした。

サンレディース 3.7

仕事内容や派遣先の情報が事前に分かりませんでした。
軽作業の荷物整理という話でしたが、派遣先と意思疎通ができていないのか、重労働させられたこともあった。
「ヤマト運輸」等、派遣先を記載してくれれば予め覚悟はできたので、派遣先の提示をして欲しい。
また、日払いのお給料を事務所に取りに行くと、毎回長時間待たされました。
こちらからのキャンセルは原則できないと規定があるのにもかかわらず、前日にいらなくなったとドタキャンされました。
ウェブで登録完了後、仕事の案内がどのように来るのか不安に案内を待っていたときに、知らない番号から電話がありました。
タイミング的に派遣会社だろうと思って掛け直すと、相手の対応が「どうしましたか？どういったご用件で？」と先程電話をしてきた側の対応とは思えず、折り返した自分が悪い感じになってしまいました。
もう少し基本的な接客態度を学んで欲しい。
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テクノサービス 3.7

「カンタン作業」というワードに惹かれて利用しましたが、工場派遣なんてやるもんじゃないなというのが正直な感想です。
まず、派遣先と派遣会社の間で意思疎通がとれておらず、テクノサービスの担当者と派遣先の上司が言っていることが違い、派遣先からはまるで私が話を聞いていないかのように捉われて嫌な思いをしました。
派遣先では私を含む派遣社員へのキツイ態度が目に余り、テクノサービスに相談するも状況は変わらず、数名辞めてしまいました。
後で分かったことですが、私たちが訴えたことがテクノサービスから派遣先に伝わっておらず、契約期間満了のタイミングで退職しました。
その後、私は転職したのですが、「派遣は利用しない」と何度言ってもテクノサービスからの電話が鳴りやまず、着信拒否しました。
以前派遣切りで急に契約終了になってしまった事があります。派遣社員ですからそんな事があるのは分かっていても急に仕事が無くなるのは怖いですね。
仕事が決まったので今後は連絡不要のメールをしましたが、定期的に仕事案内のメールが届いてストレスになっています。

フルキャスト 3.7いつも、メールで決定か選考漏れかだけの連絡なのに人が足りずに行って貰いたい派遣先の連絡が来て断ったら、生活スタイルが変わったのか？と聞いて来て深入りされて嫌だった‼
ボーナスや交通費がもらえなくて残念です。
問い合わせがあり派遣会社へ連絡したところ、「担当者が不在だから後で連絡させます」と言っていたのに、一向に連絡なく、後日再度問い合わせたら「そんなの聞いてません」と言われました。
「ホウレンソウ」がなってないなと思った。

確定申告に必要な源泉徴収票を送って頂くようお願いしたのですが、1ヶ月近く経っても何も連絡がありませんでした。
さすがに遅いと思い、問い合わせをしてみたところ、「派遣先から直接もらえるはずだ」という回答で、それ以上の対応はしてもらえませんでした。
仕方ないので、派遣先へ問い合わせすると、「派遣会社から連絡はなかった」と言われ、源泉徴収票は連絡した翌日に受け取ることができました。
派遣会社が派遣先に連絡したかどうかわかりませんが、どちらにせよ中途半端な対応に不信感しかありませんでした。
簡単な荷物運びと聞いて行ったら、ヘルメット被り安全帯つけての工事現場でした。
残りゼロの案件を平気でいつまでも募集していました。

ある工場で派遣に行ったときに派遣先から「今日は忙しいので一時間で良いから残ってくれ」と頼まれ残業しました。
結局２時間半残業しクタクタで帰ったのでそのまま事務所へ給与を貰いに行きました。
残業のことを話したのですが残業は契約には含まれてないとして、払う気をまったく見せませんでした。
派遣先からも電話をしてもらったのですが頑なに払わないの一点張りで、私も疲れていたので「もういいです」と言って帰りました。
希望の時給や勤務地と違う職場をいくつか紹介されました。
日雇いのバイトを紹介してもらったのですが、メールで来た待ち合わせの場所が分かりづらく、当日少し遅れて到着したら何もせずに帰らされた上、給料も出ませんでした。
仕事が決まり出勤すると、派遣元の手違いで出勤者リストに自分の名前がありませんでした。
結局その日は別の現場にも入れず、自腹で支払った交通費と時間の無駄になりました。

パソナ 3.8

初日の派遣先への同行をドタキャンされ、最初から一人で派遣先へ向かうことになりました。
その後も、緊急事態宣言の影響もあるが、派遣期間中に一度も面談に来ず、更新確認の電話がくるだけでした。
担当営業の人に会ったのは最初の面談のときだけで、こんなにフォローが皆無なのは初めてでした。

担当者が高圧的かつ精神不安定で怖かったからです。
はじめは親切に話を聞いてくれたり派遣先の提案も熱心にしてくれてましたが、登録してから10日ほど経ったあたりから、夜中にLINEや電話をして来て「お前舐めてんだろ！」等と怒鳴ったり、LINEで「消えたい」などのネガティブな言葉や暴言を何通も送りつけて来たので、会社に相談したら、こちらの登録解除を強制してきました。
友人に相談したら、パソナで同じようことをされた人がいるとのことだったので、夫と相談して登録解除をし、一切関わらないようにしました。
一体何だったのかと未だに謎であり、非常に腹立たしいです。
こちらから積極的に担当者へ連絡を入れないと、放置状態になってしまうことが多かったです。
多分、大手なので登録者も多く、多忙なので存在感のない登録者はどうしても置き去りになってしまうのではと思いました。
職場環境が劣悪で精神的にツラくなり辞めましたが、相談しても納得のいく対応をしてもらえないことが残念でした。
現場を知らないのに、相談しても「そんなことはないと思う」的な発言をされたので、あまり信頼できないなと感じました。
すごく言動がプライド高くて、偉そうで不愉快でした。
職場環境が劣悪で、リーダー格からのパワハラを理由に退職しました。
派遣会社の担当者からの事実確認はありましたが、自分が期待する対応ではなかったのが残念でした。
希望条件に合っていないにも関わらず、持っている資格や経歴などから勧めたい会社ばかりを紹介してくる。
電話に出ず、折り返しの電話もなく、数日後にこちからから掛け直しても出てくれませんでした。
やっと繋がったかと思いきや、謝ることなく、「旅行に行っていた」と言われました。
忙しいのはわかるけど、残業は断っても矯正的にさせられました。
派遣先について説明を受けるため出向いたのですが、約束時間を40分程度遅れて担当者が現れ、いきなり不快な思いをしました。
また、担当したパソナのスタッフさんも返事が適当で話を聞いてくれているのか疑問に感じました。
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派遣先の仕事内容を担当があまり把握していない雰囲気があり、もともといた派遣社員からパワハラまがいのことを受けたときにも、誠意のある対応をしてもらえませんでした。
派遣先により当たり外れはあるようですが、二度と利用したくありません。
ネットから求人応募しても連絡をくれませんでした。

ランスタッド 4.0

コロナで求人が少ない時期に派遣会社選び失敗はかなり痛手でした。
顔合わせの際のいい加減な対応が気になっていましたが、これでダメだったら登録抹消しようと応募した求人で決まりました。
私としてはより高時給の他社経由でエントリーを希望していたのに、ランスタッドから社内選考の通過連絡がなく、いつの間にかスキルシートが送られていました。
営業担当のミスで振り込まれた給与が違ったり、更新確認の連絡もなくギリギリだったのでこちらから電話必要だったり、顔合わせ時と業務の話が違うのに相談しても誠実な対応もしない。
雇用保険手続き関する大事なことも営業に間違えて伝えられおり、本当に本当に入社して後悔しました。
転職が決まり、ハローワークに提出する書類に記入する内容だったので間違いは本当に困ります。
希望条件に合わない仕事ばかり紹介してきます。
応募してもなかなかお仕事が決まらないですし、就業後、担当者の説明不足・理解不足でトラブルになったり、有給も使いにくい。いいとこなしです。
「チラシ配りはやりたくない」と何回言ってもチラシ配り・ティッシュ配りの仕事ばかりを何度も何度も紹介され、担当者に情報が共有されていないようでした。
同じ人に複数回言っても忘れているようで、信用できません。
求人に応募した後、担当者からの返事がなく、問い合わせても「後で回答する」と言われたまま放置されました。
結局、期間内に応募できずに仕事ができなかったのですが、何も謝罪がなく、まったく条件の合わない他の仕事を紹介されてばかりでした。

派遣の出社初日、作業で倉庫の備品整理を手伝っていました。
担当上司から「この倉庫のある土地は昔墓地で幽霊が出る」「社員が次々体調不良で辞めていく」と言われ、数週間後には他の上司からも同じ話をされたので、派遣会社に報告しました。
後に、前任も数人同じ事を言われて辞めたと判明し、なぜそのようなことを言うのか？社員は働き続けているのに、派遣には最初隠していたことがとても残念でした。
この経験があって、派遣は不信感から利用しなくなりました。

ウィルオブ 4.0建設現場を紹介されて重機オペーレーターをしていましたが、半年以上勤めても社会保険に加入させてくれなくて仕事を辞めました。

基本的に求人広告にある給料よりも低いものばかり紹介されました。
また、私の担当者はいい方だったのですが、隣のスペースにいた人は、担当者にきつい物言いされていました。
1年で辞めてしまいましたが、そのあとも他県までいかないといけない求人（頼んでない）を紹介されたりして困ってしまいました。
仕事が出来なくても上司に気に入られると昇格できるような会社なので、上司が仕事できない、対応が遅いなどよく聞きます。

働いた当初からメールでくるはずの給与明細が届かず、担当者へ問い合わせると「確認します」と言われ3か月放置されました。
再度問い合わせと、「迷惑メールに入ってないか確認してください」と返されますが、メールは届いていませんでした。
結果的に、私の給与明細を他の派遣社員に誤送信していたことが発覚…。担当者はメールで謝罪するだけでした。
そもそも、担当だからと言って派遣社員の給与明細を閲覧できる環境はおかしいし、個人情報の漏えいにつながるリスクがあります。
この件以来、今までは毎週顔を出していた派遣先にも姿を見せず、担当替えなどの処置もありませんでした。

ネオキャリア 4.0他の求人よりも明らかに少ない給料を提示されました。
担当者に聞きたいことがあって電話しても出ず、メールで連絡しても変死がこなかったため、派遣会社の支社へ連絡したことが何度かありました。

高熱が出て欠勤の連絡を派遣元・派遣先それぞれに入れた後、派遣先からは了承を頂けたのに、派遣元の担当者が「派遣先へ申し訳ないと思わないのか」「今から迎えに行くから一緒に謝罪に行こう」等と、高熱が出て病院へ行くと言っているのに自宅までやってきました。
このご時世に発熱した状態の私を派遣先へ連れていこうとする行為が理解できませんし、何より派遣先から欠勤の許可を頂いてるのに謝罪を強要することも理解不能です。
幸い、私の家族が家に居て、怒って止めてくれたので連れて行かれずに済みました。
たまたま担当運が悪かったんでしょうが、その後一人暮らしした際にも怖くて派遣は使えませんでした。

数年前に短期の派遣で利用しましたが、あまりに対応が悪く、契約満了後は仕事紹介を断りました。
登録会で、希望と合わない求人を押し付けてきたときから不信感がありました。
仕事が決まった後も、入社初日には営業担当が集合時間をそもそも間違えていて派遣先に遅れてしまったり、同じくネオキャリアからの派遣仲間が「聞いていた話と違った」と揉めたりしていて、何かしらトラブルが起きていました。
自分の場合も、当時掛け持ちだったのでシフトを減らせるか相談したいと登録会で伝えたら「どうぞ相談してください！」と堂々と言われたのに、後日話したら、「自分から派遣先にかけあって」と丸投げされ、全然対応してもらえないと思いました。
給与も計算間違いがあり、問い合わせたら後日差額を振り込まれましたが、受け流す感じで事務的な謝罪でした。
派遣先は良かったのですが、ネオキャリアの対応は全体的にひどく、周囲にも勧められないというのが本音です。

アデコ 4.0

まず登録のために支部に訪問したところ、金髪でアクセサリーじゃらじゃら、マツエクモリモリの若い女性が出てきて、すごいネイルの指で登録の説明を気だるそうにしてきた。
その後、支部長みたいな男性が出てきて、今度は香水の匂いがキツくて気分が悪くなりそうに。
2人のやりとりを見て、なんとなく「この2人できてんな」と感じて、適当にキャリア診断して帰ってきました。
相談したいことがあり連絡したのですが、対応が適当で連絡も遅かったです。
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リーマンショックの時期で、次の派遣先を早く決めないといけないし、バタバタ忙しくしていて営業さんにもずっと前から求人の紹介をお願いしていたのに、一時まったく連絡が取れなくなりました。
派遣先はいい会社で、私の心配もしてくれましたが、派遣会社の不誠実な営業に対して不信感を持ったようで、課長が呼ばれて平謝りしていました。
その後、連絡は取れたのですが色々言い訳してきて信用できず。
リーマンショックでみんな大変なときだったので、わかってあげたい気持ちもありましたが、派遣社員の不安を分かってもらえないことに不信感を持ちました。

エイジェック 4.0事前の説明と実際の業務内容に相違があった
希望条件に合わない求人をしつこく紹介された
物品検査業務を希望しましたが、担当者からは飛行機部品の修理作業の紹介をされました。

テイケイワークス 4.0当初、登録面談で簡単なパソコン業務が多数あるという話で登録に至ったのですが、始まってみればパソコン業務の仕事は1つも無く、紹介されるのは倉庫内の軽作業ばかりでした。
登録時は希望する夕方からの仕事の紹介もできると説明を受けていましたが、実際には希望する時間帯の仕事はなかったです。
就活中、アプリ求人で希望条件にあう求人があり、万が一のためスポット作業で稼げるようにしておこうと登録。
最後の面談で応募した案件について聞いたら「条件がいいのでなかなか入ってこない、入ってもすぐ埋まってしまう」と苦笑いで話していて、登録させるための案件なのだなと感じました。
蓋を開ければ紹介される案件は時給が低い条件の悪い案件ばかりで、社風を含め、登録したことを後悔しました。

ヒューマンリソシア 4.0派遣先に行って話を聞いたら、ほしい人材とは異なり恥ずかしい思いをした。上司もわかってないのか謝ろうとしなかった。
派遣会社から「大体事務みたいなものです」というお話で派遣先に行ってみたら、ほとんどコールセンターのような職種でした。
仕事中に電話をかけてくるくせにかけ直したら出ないことが多々ありました。
帰宅してかけ直すと担当者の勤務時間も終わってたらしくすれ違い状態。
欠勤するときも連絡がとれないため、面倒でした。

総合キャリアオプション 4.0システムエンジニアの求人を見つけて応募をしましたが、そのお仕事は実際にはないことが後でわかって騙されました。
休日出勤をしたのに、給与明細上は出勤の記録がありませんでした。
担当者に電話で聞きましたが、「給与上では何も問題ない」の一点張りで、納得のいく説明は得られませんでした。

ヒト・コミュニケーションズ 4.0提出しなくてはいけない書類などの期限も教えてもらえず、とにかく対応が雑でした。
確認したいことがあり何度も連絡しましたが、返信がないため安心できず辞めました。

マンパワー 4.0

担当営業が途中で交代し、後任の方の担当の服装・化粧・ネイルが、とてもビジネスに適しているとは思えないものでした。
ガングロ、サーファーライクな茶髪、香水ぷんぷん、キンキラの高級ブランド時計をちらつかせ、ネイルは魔女かと思うような長く、石などごたごたつけたもの。
ひと目でゾッとし、この人には何も相談をしたくないと感じました。
就業先も嫌だったので、必死で転職活動をして正規の職が決まり、更新を断りました。

派遣先でいじめられ、ちょうど満期だったので辞めると言ったのに辞めさせてくれませんでした。
契約書には辞める1ヶ月前に申し出るルールでしたが、1ヶ月以上前に言ったのに話を通してくれず、辞めるとなったらほったらかしでした。

バイタルスタッフ 4.0親が亡くなったときに、有給残日数があるにも関わらず申請すると一日しか頂けずとても困りました。

WBD 4.0

二人の担当から、「次の仕事を紹介して欲しければしてもいいけどお願いしてください」「お願いしても紹介するとは限りませんけども」等とパワハラをうけました。
また、「スーツが担当者の好みではないので次回はもっと別のスーツを用意するとかしてください」と言われました。
しかし、就業先でスーツは着る必要なく初回挨拶時のみスーツで行ったため、別のスーツを用意する必要はまったくありませんでした。
なお、服装は仕事用でスーツ専門店で揃えたもので、とくに問題はありませんでした。
希望する求人の候補を幾つか伝えても応募を断られ、なぜダメなのか理由も教えてくれませんでした。
「紹介できる会社を近いうちに連絡します」と言ったきり連絡がきません。

アイヴィジット 4.0担当者が高圧的な態度でした
アヴァンティスタッフ 4.0事前の説明と実際の業務内容に相違がありました。

ウーマンスタッフ 4.0

電話対応やメール対応など、外部とのやりとりがない仕事を希望するとしっかりと伝えたうえで仕事を紹介してもらいました。
しかし、実際には営業サポートの仕事で、電話やメール対応に追われる日々でした。
派遣会社の担当者に業務内容が違うから試用期間で退職すると伝えましたが、担当者は「義務内容が違ってもやればできるから」といって辞めさせてくれませんでした。
同時期に就業した派遣の同僚と二人で、業務内容が違うと再三抗議して、やっと辞めることができました。
求職者の話をきちんと聞いてくれない、聞く耳を持たない担当者もいることを実感し、それからは、実際の業務内容や職場環境などをしつこく確認するようにしています。

エントリー 4.0
仕事をちゃんと入れてくれなかったり、給料が支払われないことが何回もありました。
また、電話に出る人によって対応に違いがあり、ミスがあっても「申し訳ない」等の謝罪もありませんでした。

オープンループパートナーズ 4.0希望に合わない職種の求人紹介電話が毎日来て疲れました。
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ギグワークスアドバリュー 4.0
一度だけ仕方がなく軽作業の仕事をしましたが体力的に難しく、担当さんに単純作業などをお願いしましたが求人メールには倉庫系しかありません。
仕事を探せる自社サイトから応募しても説明会参加後すぐにお祈りメールがきました。

吉香 4.0

希望の派遣先へ応募したのですが、書類提出後も連絡がなく、こちらから連絡しても担当者に繋がらずでした。
諦めて他の求人を探していたら、不採用の通知が6ヶ月後に突然メールでありました。(勤務開始予定日は応募の翌月でした)
もう少し早く連絡が欲しいなと感じました。

キャリア 4.0仕事の紹介メールに返信した後、何の連絡も来なかったので電話をしたのですが、素っ気ない対応をされました。
キャリアパワー 4.0電話案内の口調が強く、第一印象から違和感があった上に、希望条件を提示しても合致する企業紹介をしてもらえませんでした。
キャリアバンク 4.0他社より時給がかなり安いので今は利用していません。

キャリアリンク 4.0
違う人の給与明細が送付されてきました。
後日謝罪にきましたが、大して反省していない様子でした。

ケアゲート 4.0
基本的に掲載されている募集は終了している過去の案件です。
また、募集をしている施設は退職者が多く出た施設ばかりで、働いてみてあまりに環境が悪かったので退職を申し出ました。

ケービックス 4.0副業で利用していて、就業できる曜日を事前に伝えておいたのですが、それ以外の曜日も入るよう強要されました。

シミズオクト 4.0

担当者の態度が悪いです。
「●日に出勤できますか？」と電話がきて、その日は所用があったため丁重にお断りしたら、ムッとした感じで電話を切られました。
それ以降一切連絡もくれなくなりました。

シンホー 4.0
募集要項には土日祝休みとありましたが、実際に派遣先との面談へ行くと、「土曜日は出てほしい」などと言われて、隣の担当営業さんは助けてくれず。
私がダメだみたいな空気になって最悪でした。

ダークホース 4.0

事前の説明では力作業はなく、簡単な作業のみと記載されていたので応募しました。
当日仕事場に行ってみると会場設営で、最初は軽いパネルの設置でした。
しかし、それが終わると、「他が終わってないので手伝って欲しい」と重い木材や機械などを運ばされました。
聞いてないとその場の担当者に伝えたが、その人もあまり会場での仕事内容を理解していなかったらしく、「言われた通りにしてください」と言われました。
それ以降、この派遣会社では働かなくなりました。

チュウケイキャスティング 4.0
残業の少ない仕事を探していた際に見つけた求人でしたが、実際に働いてみると残業が常態化している派遣先でした。
最初は入ったばかりだからと定時で帰れましたが、慣れてくると残業しなければいけない状態となり、担当者に相談しても「しょうがないよね」と対応してもらえなかった。

ティー・エム・エス 4.0

派遣先から「パートさんとして働きませんか？」と声をかけてもらい、派遣会社の担当者に「派遣として働くことを辞めたい」と伝えました。
話した途端、担当者の態度が一変し「それはルール違反だし、派遣を辞めてパートとして勤める意味が分からない」とまで言われました。
派遣スタッフとしてお世話になっていたときはすごく良い担当者だったのに、この話を出した途端態度が一変したため、すごく不快・恐怖を感じました。
これ以上トラブルになるのはイヤだったので、派遣を辞めて、せっかく声をかけてくださったパートの話もお断りして、私はその会社で働くこと自体を諦めました。

テイケイアシスト 4.0近場で求人があるのでお知らせすると言われていたのに、もっとも近くで県外電車で1時間半、それでも近場ですと言われました。

日総工産 4.0

住み込みの工場に派遣されたときの話です。
家具家電付きの家に入居するということで、初期費用が掛からないのは魅力的だと思い応募しました。
無事入居が決まり派遣として仕事が始まったのですが、数ヶ月後の給与から家具家電のリース料として天引きが始まりました。
事前の説明が無かったため、問い合わせたところ「そういうもんだから」と具体的な納得のできる説明は無く、給与から引かれ続けました…。
事前に確認をしていない私にも責任があるとは思いますが、想定していた手取りより少なくなってしまい、なんとも言えない気持ちを味わった記憶があります。

パーソルテクノロジースタッフ 4.0

営業担当には最低でも1月に1度は様子を見に来てほしい。
担当者があまり顔を出さず、こちらの経験不足を盾に値踏みするような感じでした。
紹介された求人は質が悪く、長期的に派遣を使用して法律が変更されたら使い捨てにしており、あからさまに給与の支払いを惜しんでいました。
さらに、派遣先の正社員たちは技術に対する扱いと理解に乏しく、使い捨てを前提に無理難題を指示する体質でした。
技術者に対する扱いがもっと上昇してほしいです。

ヒューマン・ライジン 4.0

ミラエール 4.0
未経験の職種だったので、すべて希望通りとはいかないと思っていましたが、仕事内容や休日など希望条件とはまったく異なる求人を紹介されました。
求人を断ると露骨に嫌な顔をされました。

メイテックフィルダーズ 4.0
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メッセ 4.0

担当者に緊急の用事があっても連絡が取れないのが困りました。
有給の残日数など確認したいことがあって、お願いをして快諾はしてもらったのですが、その後音沙汰なしでした。
派遣先が見つかったのは良いのですが、何というかほったらかしの印象は否めませんでした。

ライクワークス 4.0研修期間終了後、残業を依頼されて断ろうとしましたが、忙しさをアピールされて雰囲気的に断れない状況になり、応じてしまったことがありました。
ラブキャリア 4.0求人の相談をしたら、数日しか経っていなかったのに「それは埋まった」と言われました。

リージェンシー 4.0
派遣先にある当日の業務時間をちゃんと記録したのに、後で「書かれていない」として給与が支払われませんでした。
問い合わせ窓口は21時で終了してしまうので、終業が22時だと当日の問い合わせができなかったのに、派遣会社からは23時でもかかってくることがありました。

レバレジーズ 4.0

当時引っ越しを控えてて予め引っ越し先から近い勤務先を要求していたのに遠いところを何度も紹介させられた。
また、元々正社員希望だったが紹介予定派遣を紹介させられ口振りから派遣先での正社員登用の可能性は充分だと聞いていたので承諾したものの、実際はパート・アルバイトが関の山で正社員登用もほぼ形だけだった。
2年間は辞めないでくれと言われたので一先ずそれ以上勤めはしたが、日々の通勤の難儀さ給料の低さと残業時間の不安定さで続けるのは難しく最終的に離れる事になった。

ワークスタッフ 4.0とにかく仕事の種類が少なく、派遣社員の態度がすごく悪く感じます。
医療ワーカー 4.0就職が決まったときに「また転職したいときはまた私から連絡します」と言ったのですが、「転職しませんか」的な電話がしつこかったです。
テンプスタッフ 4.1就業希望を提出後、連絡があるとのことでしたが、こちらから連絡を取るまで何もしてくれませんでした。

勤務時間がちゃんと管理されておらず、未払いの残業代がありました。
夜の時間帯のお仕事は希望しないと伝えましたが、汲んでもらえませんでした。
菓子製造工場で2ヶ月間働きましたが、そのときの残業代が未払いのままになっています。

事前の説明では8時間程度で終わる話でしたが、実際は時間内で終われない業務内容でした。
結果、私自身が無能というレッテルを貼られ、非常に雰囲気が悪くなりました。
事前に簡単な事務作業で定時帰宅と聞いてたのに、実際は複雑なコピーに残業の毎日で残業代もでませんでした。
1年勤めましたが、3ヶ月更新の確認もメールのみで、一度も面談や連絡はありませんでした。
契約終了の連絡をすると「派遣先に最初に自分で話をしてください」と言われる始末。
時給の一部を貰ってるのに、なんの役目も果たしていないと感じました。
担当者が「この件で折り返し連絡します」と話してきたが、まったく連絡がなく、こちらから連絡を入れると「そのお話なら解決しました」と言われました。
とにかく担当者からの返答が遅く、アドバイザーのやる気のなさを実感したからです。
登録だけ長々と時間をかけてさせておいて、実際の案件紹介はちゃんとしてくれません。
派遣社員で働いていた当時、担当者がまったく連絡がつかない人で、契約更新の連絡は派遣会社支社の事務スタッフからくるのがほとんどでした。
それ以前に働いていた派遣の担当者はまめに連絡をくれる人で好印象だったんですが、この経験でガラリと派遣の印象が変わりました。
テンプスタッフの担当の方に、転職先の希望条件を伝えると、探す努力もせずに、「そんな会社ないですよ？もっとレベルを下げないと。」と言われて嫌な気持ちになりました。
私はぜったい希望条件を譲れなかったので、別の派遣会社（リクルート）に登録しました。
リクルート担当の方は親身になってくれて、希望条件以上の会社を紹介してくれました。
テンプスタッフに登録後、仕事の紹介を待ちましたが一件もありませんでした。
自分より後から入社した正社員の女性にイジメられました。

バイトレ 4.2
現在はどうだか知りませんが、以前お世話になろうとした時、働く場所(会社名と住所)を、募集要項にも「○○市や○○付近」とアバウトで、応募時点で聞いても一切教えてくれませんでした。応募して採用となったら住所と企業名を教えてくれるそうなのですが、事前に道や駐車場を確認したいのにとても不親切に感じました。
募集要項や大体の場所から、この会社の事だろうなー、と予想して、「○○工場ですか？」と聞いても「採用されないと教えられません」の一言。日雇い派遣で採用通知は前日に届く…下調べが全然できず、不便に感じました。

バイトレの仕事は表向きは1日からでも就業可能と記載されていますが、派遣先によっては1ヶ月単位でシフト提出を求められます。
派遣先に行っても日雇いという感じでは扱われず、複雑な気持ちになってきます。
私の憶測ですが、社会保険に加入するのを回避するための手段ではないかと思っています。
スポット型をメインに扱う派遣会社さんですが、最後の方で「定職に就くことができたからもう案内はいらない」と担当には連絡した後、複数人の別の担当から案内が続き、4人くらいにそれぞれ事情を話してようやく案内がなくなりました。
登録者の情報くらいキチンと社内で共有しておいて欲しいなと感じました。
応募したバイトは採用されずに、電話がしつこくかかってきて他のバイトを紹介されました。
最初に説明を受けていた内容では「カンタン座り作業・コツコツと作業する人におすすめ・室内なので安心です」とありました。
しかし、実際に就業してみるとエアコンの一切ない真夏の倉庫でした。
担当の人に確認の電話をしようとしても出てくれず、結局望まない肉体労働で熱中症になってしまいました。

スタッフサービス 4.2いつも、メールで決定か選考漏れかだけの連絡なのに人が足りずに行って貰いたい派遣先の連絡が来て断ったら、生活スタイルが変わったのか？と聞いて来て深入りされて嫌だった‼
担当者が１週間後程度に、求人の件で必ず連絡すると言っていたが、忘れられていたから。
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募集の際は一切残業なしと記載されていたのに、実際は毎日のように残業を強要されました。
断り続けた結果、派遣切りをされました。
派遣期間中に妊娠して、つわりがひどかったため、有給を消化して退職したいと伝えました。
派遣会社からは、「立ち仕事のためお腹の子に何かあっても責任取れないからもう仕事に来なくていい、今すぐ辞めてくれ」と言われて、その日を退職日扱いにされ、有給を使わせてもらえませんでした。
派遣先の職員から言われたのかわかりませんが、派遣切りを肌で感じた出来事でした。
派遣法改定の件で訪問すると言っておきながらしばらく連絡もなく、こちらは会議室を抑えなければいけなかったので大変迷惑でした。
また、昇給交渉をしていたにも関わらず何度も忘れられ、「次の更新の直前にリマインドしてください」と言われました。
求人にエントリー後、何度もしつこく電話を鳴らされて不快でした。
他社の派遣会社は不在着信後はメール連絡をしてくれるのですが、スタッフサービスはメール連絡はなく、いつも電話だったので迷惑でした。
向こうから紹介したい案件があると言ってきたのに、途中で「これ以上話を進められなくなりました」と謝罪もなく打ち切られました。
私はずっと経理職を希望していました。
しかし、「大手企業で働ければ文句ないでしょ」と言わんばかりに大手企業の保険事務を紹介されました。
その後も大手企業の営業事務を紹介され、忙しいのは分かりますがまったく私の希望職を無視した紹介ばかりされたので、違う派遣会社でお世話になりました。
希望している条件とは違う求人をしつこく紹介されることがありました。
事務がメインと言われて就業しましたが、実際は現場仕事ばかりで聞いていた内容と相違がありました。
希望条件を伝えていたにもかかわらず関係ない仕事をしつこく紹介され、先方の都合で仕事を割り当てられていることを強く感じて嫌気が差しました。
職場見学後に少し考えたいと言うと、「今ここで決めてもらわないと困る」「もう辞退はできない」などと食い下がられた挙句、同時進行していた他社をけなすような発言もありました。
担当者による当たり外れがあることは理解していますが、それ以来一度も利用していない派遣会社です。
担当者が初めから上から目線でとにかく対応が悪かったです。
聞きたい事があってもなかなか電話にも出ないので、相談できる環境もありませんでした。
応募した求人は断られ、粗悪な条件の案件ばかり紹介された。
紹介予定派遣で働き始めて数ヶ月後に上長から直接雇用のお話を頂きました。
それまでまともな職歴がなかったので嬉しかったのですが、翌日に担当者経由で直接雇用は取り消されたことを伝えられました。
担当者に理由を聞きましたが何だか曖昧で、今でも納得できません。
担当者が何回も派遣先に訪問に来て、派遣先からもう来ないよう出禁の状態にされました。
希望する仕事内容に合わない求人を紹介されたのですが、「この仕事が一番条件も良いのでこれ以上の案件はない」とおっしゃっていて、そのままのせられて仕事を受けました。
結局私も仕事内容に納得いかず辞めることになったときには、「そうですか」と態度も冷たく、もう二度と紹介してもらわなくていいので登録を削除してくださいと言ったほどです。
紹介できるものがないなら紹介してくれなくていいと思うのですが。。

担当者に、派遣先での話を聞いていただこうと思って電話しました。
「はい、はい」ともの凄い勢いで返事をしてきて、顔こそ見えていませんでしたが、何か異様でした。
最終日も派遣先にはきませんでしたし、派遣社員を守る姿勢は微塵も感じられませんでした。
何も連絡を取らないまま、私は退社しました。
担当者が高圧的で、ファミレスで「まずはこちらの話を聞いて欲しい、求人紹介はその後で」と言われ、1時間ほど人権侵害に当たるくらいの事をたくさん言われた結果、「あなたに紹介できる仕事はないので帰れ」と言われました。

まず、派遣登録の際に事あるごとに「少々お待ちください」と待たされ、要領の悪さに不快感を覚えました。
次に、自動車免許のない自分に車通勤が必要な求人を紹介してきて、断ると公共交通機関の使えない早朝勤務の求人を紹介されて、正直バカにされているかと思いました。
制服なしの職場を希望していましたが、勤務地が比較的近いという理由だけで、制服アリの希望職種と異なる求人を紹介されたこともありました。
当時勤めていた会社にて求人に人が集まらず、欠員状態が続いてたので、対策としてスタッフサービスメディカルさんの人材派遣を利用していました。
しかし…10人ほどきた中で仕事をしっかりこなしてくれたのは1人だけ（笑）
作業もマンツーマンで2週間程レクチャーし、今まで入って来てたスタッフはその指導期間で大体業務をこなせるようになるんですが…まぁヒドイ（笑）
人材も悪かったかもしれませんし個人差がありますから、ある程度はしかたないかなと思ったんですが…クライアントさんからの勤務態度の苦情が殺到して大変でした。　
当時責任者でしたので謝罪謝罪の日々でした。もー出来るなら2度と関わりたくないですね。
求人サイトには「事務の派遣」と載っていたので求人サイトから連絡したら、とりあえず事務所の面接に来るように言われたので、事務の仕事を紹介されると思いきや、テレアポの仕事ばかり紹介されました。
ほぼ放置。
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もう、二度とあの会社から仕事は受けません。
希望条件に沿った求人は一件もださず、絶対イヤだと伝えていた営業系の仕事ばかり紹介されました。
実際いってみたら業務内容がぜんぜん違ったこともあり、「聞いてた話と違うため辞めます」と担当に伝えたら「夜間で時間も遅く先方に連絡できないから、明日は出勤してほしい」といわれ、仕方なく出勤…。
ところが、すでに辞めることが勤務先に伝わっていたようで、「なんでノコノコ顔出してるの？もうこなくていいから」と門前払いされ、とてもイヤな思いをしました。
広告にあった求人は釣りで「実は違う仕事で」と言われ、まったく違う仕事を紹介されました。断って以降、何も紹介されませんでした。

ホットスタッフ 4.3約束していた日時に待ち合わせ場所へ行きましたが、担当者が来なかったです。
担当者は電話に出ず、会う約束をしていても姿を見せるのは稀でした。
担当の方が悪い人ではないのかもしれませんが、何か質問しても要領が悪くなかなか答えがもらえませんでした。

アスタッフ 4.5

通勤が近くカンタン作業を希望していましたが、コールセンターや遠い勤務地等の条件に合わない仕事をしつこく紹介されました。
その後、「仕事が見つかったのでもう紹介しないで欲しい」と伝えても何度も電話が鳴り、着信拒否にすると今度は別の番号からもかかってくる始末。
「もう利用しないので退会手続きをしたい」と伝えると「もしもの時のために籍は残しておいた方が良い」としつこく引き留められました。
仮に仕事を辞めたとしても、絶対にアスタッフだけは使いたくないと思ったので「籍は残しません」と伝えました。
初めて派遣登録をした際に出した希望条件と会わないお仕事を紹介されて、電話しても対応してもらえず、就業当日まで無視していました。
当日となり、私が来ないことについて連絡をしてきて、めちゃくちゃだと思いました。

マイワーク 4.5清潔感もなければとにかく高圧的で印象が悪く、仕事の紹介以前に会話が成り立たないレベルでした。
営業さんが茶髪で不衛生と有名です。
私の姉がこちらの派遣会社を利用しましたが、営業に手を出されたと聞きました。

介護ワーカー 4.5

担当者と施設側で条件での食い違いがありました。
働き始めるときに、施設側から「パートってことにしてください」と言われてしまい、とても働きにくかったです。
家庭の都合で満了待たずに退職しましたが、担当者には1ヶ月前に話してあったのに施設側に伝わっておらず、退職時にとても嫌な思いをしました。
あまりにもいいかげんなので、登録を抹消してもらいました。
担当者の方へ自分自身の経歴や希望求人について相談をしているときに、紹介してくれる求人に対して少し自分の納得できない部分などをお伝えしました。
すると態度が変わり、私自身に問題があるような言い方や、「そんなことじゃどこにも就職できない」などとても激しい言動で罵られて不快なだけでなく深く心に傷を負いました。

(株)ジャストファイン 5.0

某アルバイト・派遣求人サイトでヤフージャパンの法務の案件があり応募しました。
最初は契約社員と聞いていたのに、実際は契約期間も曖昧な派遣契約でした。
仕事紹介を辞退した後も、頻繁に仕事紹介メールがくるため、迷惑しています。

SGフィルダー 5.0
登録会場での事前説明では、簡単なピッキング作業とだけ説明されていました。
しかし、実際の現場では段ボールにガムテープを貼りつける作業に従事させられたり、ピッキング作業も簡単ではなく、細かな手順があり、数量確認のために瞬時に棚の商品の数量を計算することを求められて大変でした。

UTエイム 5.0
担当者がこちらが希望していないのに、「あなたを見るとこちらの仕事のほうがあっている」と勝手に決めつけ、希望しない派遣先に連れて行かれました。
担当者は派遣先に猛アピールまでしていましたが、丁重に断り事なきを得ました。

アローズフォー 5.0

全部で5回出勤したのですが、最初の3回までは支払われていました。
残り2回分が支払われず、電話をするも「事務所に振り込まれていない証拠を持って来ないと渡せない」と言われました。
またそれだけでなく、当時未成年の女の子の私に対して代表？の人にしつこく「飲みに行こう、一緒に泊まろう」と誘われました。
他にも若い女の子はみんな絡まれます。

エムテックジャパン 5.0

とにかく口が軽い担当者でした。
住所、給料形態、誰が不満を漏らしているなど、個人情報を平然と周りに流していたのです。
他にも、他の派遣社員を無償で送ってあげてほしいなど、むちゃくちゃな派遣会社でした。

キララサポート 5.0ネットで簡単に契約できると謳っていた割には本社に出向くよう言われて、いざ行ってみるとネットで希望していた所とまったく違う場所を紹介されました。
九州スタッフ 5.0すごく適当で雑でした。
グラスト 5.0高時給のデータ入力の仕事ばかり求人サイトに記載していますが、興味のないコールセンターしか紹介してくれませんでした。

札幌物流 5.0
簡単、軽作業と書いていたのにも関わらず、朝から重労働をさせられました。
配送助手のはずだったのに、荷下ろしや荷積もやらされて、大変でした。

サンクリア 5.0派遣先の社長から「実際の金額より300円多く私に払っている」と派遣会社の担当者に嘘を言われたり、同じ企業に6年以上時給アップも有給もなく働かされました。

ゼロダブリューコーポレーション 5.0
２ヶ月分の給料が支払われず、本社の住所が嘘でした。
家賃補助の話もありましたが、結局ありませんでした。
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チャージ 5.0

身内に不幸があり、理由を説明して翌日の仕事のキャンセルをしようとしたところ、すごく高圧的に「次回から仕事の案内はできない」と言われました。
ちなみに欠勤はこれが初めてです。
説明会のときと比べて対応が悪すぎで腹が立ちました。

トーコー 5.0

担当者がその場しのぎのウソばかりで、質問や有休利用に関してメールをしても返事をしないのは当たり前で、適当なことばかり言うタイプでした。
支店長に相談をしたところ、質問の回答や正しい情報を調べて折り返すといわれましたが、その後連絡は一切ありませんでした。
担当者だけではなく、支店長までもその場しのぎのウソで仕事をしているようです。
あまりにも不誠実でまったく信用ができないため退職しました。

ドム 5.0
担当の方は最初は親身になってくれましたが、紹介された求人を断ると態度が急変したので、「あなたの成績のために時間割いてるわけじゃないんですけど！」といったら音信普通に。
会社にメールしても返信は一切なし。呆れました。

ネクストレベル 5.0

・他の派遣会社で断られた仕事も扱っているため、仕事の質が悪い
・ネット上で仕事のエントリーをしてしまうと、間違ってエントリーしてしまった場合や急な予定が入ってしまったときにキャンセルができない
・上記に関連して、「誤ってエントリーしたのでキャンセルしたい」とメールで送ったが返信が来ない上、当日連絡が来て「何で来ないんですか？」みたいな事を高圧的な感じで言われた
・日払いで給料が支払われるが、なぜか高い手数料が引かれる

バスラック 5.0
私の了承を得ずに契約更新をした上、2週間前に辞めることを伝えると契約履行になるからと違約金の話をされた挙句、「派遣先に謝罪をしろ」と言われました。
法律違反はできないのでお断りすると、私の父に連絡をしつこくしてきました。

パルズスタッフィング 5.0

今回パルズスタッフィングは、担当者の方の対応を含めて印象が悪くなりました。
派遣会社の求人募集をみて、希望条件と合ってたので登録しましたが、後でその仕事は今はコロナの影響で募集してないと言われました。
また、着信があったので電話をかけると「すぐに折り返します」と言われ、待っていましたが結局連絡あったのは翌日の夕方…。
担当者の方は電話で名乗らなかったり、すでに伝えた内容を再度聞いてきたりと、かなり適当な印象で、こちらの希望条件を伝えて「早めに連絡します」と言われるもそれから一切連絡がきませんでした。
合う条件がなければその旨一回連絡頂ければと思うのですが、…派遣会社はそういうものなのでしょうか。
今回初めて派遣会社を利用したのですが、ビックリしました。

ビジネクスト 5.0初めに聞いていた条件と異なっていました。

日立エンジニアリング 5.0

万が一の為にスポット業務を確保しておきたかったのと、アプリ求人で良い条件の求人があったので、自宅から遠かったですが登録へ行きました。
しかし、登録後の面談でも応募した求人案件には何も触れることなくスルーでした。
メールや登録会員用のページで紹介している案件のみということで、念のため検索してみたら希望した案件はなく、低賃金の案件ばかりでした。
百歩譲ってすぐ埋まって表示されてなかったのか分かりませんが、登録者を増やすための釣り案件のように思えました。お金と時間をかけて行ったことを後悔しました。

ヒューマン・キャピタル・マネージメント 5.0
職場見学の際、お願いしても派遣先の業務スペースを見せてもらうことができず、職場の雰囲気が分からないままで不安がありました。
また、なぜ前任者が退職したのか営業担当者に理由を聞いても、なかなか連絡が返ってこず、回答をもらうことができませんでした。

フリージョン 5.0仕事の紹介があってもほとんどが当日ドタキャンなので、1日空けておいても無駄になります。

プロフェース・システムズ 5.0
毎日のように10時間ほど働いてましたが、残業代がでませんでした。
理由としては、「本来であれば定時でこなせる仕事量なので、残業代を支払う必要はない」と言われました。

ミックコーポレーション 5.0
急用ができて有給を取りたいと言っても、一週間以上前の連絡じゃないと消化させてくれません。
連絡もいい加減だし、規模がでかいせいか”なあなあ”な会社です

ヤマザキパン 5.0
若いという理由だけで、1番忙しい工場のレーンに毎回担当させられました。
断ると他に担当できるところはないと言われました。

ワーカーズプロ 5.0

ワークポート 5.0

担当者からは求人の話ばかりきますが、こちらから連絡をしても電話に出ないことが多く困りました。
また、話し方に抑揚がなく、ロボットと話しているようでした。
利用を止めようとメール配信を停止しましたが、以降一ヵ月くらいは止めてもらえませんでした。

G&G（ジーアンドジー） 5.0
求人広告に書かれていた求人に応募しましたが、「その案件は無い」と担当者に言われました。
同じようなことが4～5回ほど続き、事務職を希望していたにも関わらず工場案件を紹介されました。

H4 5.0

求人アプリで自身の希望する良い案件があり、登録。
WEB登録のときは好印象でしたが、応募した案件は相場よりかなり条件が良いものの一向に連絡が来ず、こちらから確認したら応募したことが担当者に認識されておらず、他の案件についてもこちらから連絡しないと進捗が分からず、動いていないようにも感じられました。
求人アプリから良い条件の求人へ応募してもスルーされたり断られたりで、メールで紹介される案件は時給の低い案件ばかりでした。
登録数を増やすためだけにアプリ求人媒体を使っているように見えました。
こういった"釣り"があることは知ってはいましたが、今まで働いてきた派遣会社では運が良かったのか出会わなかったので、大変残念に思いました。
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アズグループ 5.0
こちらの会社では階級（ランク）が設けられていました。
規約等には、階級が下がる条件が明記されていなかったのにも関わらず、気づいたら階級が下がっていて時給単価も下がることとなりました。

ヒューマンライジン 4.0とにかく事前説明が適当で話を勝手に進められました。

メイテックフィールダー 4.0

派遣先の社員としての実体験です。
派遣社員の質が酷すぎました。
挨拶などの一般常識がまったくない(間違えているレベルではなくあいさつすること自体を知らない)ような方があまりにも多いです。
他の派遣会社はもう少しまともなので、教育体制の問題か、どこにも入らないレベルの方しか受け入れていない会社だと思わざるを得ないです。

シスプロ 5.0
出張登録会で対応頂いた担当の方がとても横柄な対応をされていました。
高齢の男性が一緒に登録会に居たのですが、わからないことを質問すると、「わからないのなら登録はできないので帰ってください」と言われていたのを今でも鮮明に覚えています。


