在宅ワーカーと発注企業が集合

日程：2020年1月30日(木) 13:30～16:30
会場：J:COM ホルトホール大分 3階 大会議室
（大分市金池南1丁目5番1号）
対象：在宅ワークをしている方、在宅ワークを始めたい方
主催：大分県雇用労働政策課

13:10
13:30
イベントのスケジュールや概要をご説明します。

13:40
出展企業の事業概要、発注予定業務などをご紹介します。

14:10

初心者向けオリエンテーション
在宅ワーカーが自由に出展企業ブースを回って、募集
業務の内容を聞いたり、自身の保有スキル業務経験
などをアピールして商談を行います。

16:25
アンケートのご記入、ご提出をお願いします。

16:30

マッチングイベント未経験者に向けて、ブースの回り方
や商談のポイントなどのレクチャーを行います。
ご希望の方はご案内しますのでお集まりください。

企業の方と顔を合わせて話せる貴重な機会です。
企業ブースでは笑顔であいさつしましょう。
名刺のある方はなるべくご挨拶の際に名刺交換をしましょう。
発注予定業務や求めるスキルについて話を聴きましょう。
ご自身の仕事経験や実績、得意なことを話しましょう。
ご自身の制作物やポートフォリオがあればアピールしましょう。
1つのブースに長居は禁物。商談時間の目安は10分程度です。
話が終わったらお礼を述べて次のブースへ移動しましょう。
希望ジャンルと違う企業ブースでも、話をすることで仕事につながるかもしれません。

お帰りの際には受付にお声かけをお願いいたします。

会場内での商品の売買、他団体等のPRは禁止です。（主催者が許可したものは除く）
また、本イベント終了後も同様の行為は禁止です。
できるだけ多くの企業ブースを回りましょう。
有意義な時間をお過ごしください！

①

合同会社inokoto
リーガルゲート行政書士事務所

主な募集業務
Web・システム開発系

所在地

大分県大分市金池町2-1-10 ウォーカービル大分駅前４階

部署・
担当者

井上 勉

ホーム
ページ

リニューアル中

企業概要

WEB制作と行政書士事務所との合同事務所です。
合同会社inokotoは、県内の小規模事業者向けのサイト制作や広告
物の制作を行っています。行政書士事務所は、会社設立や外国人の
VISA申請手続きをメインに行っています。新しく事業を開始する
方の手続きと広告関係をワンストップで請け負っています。

発注(予定)
１．ホームページ制作（HTML,CSS,WordPress）
業務、求め
２．名刺・チラシ、パンフレットなど紙媒体印刷物デザイン
るワーカー、
３．データ入力・データチェック（官公庁・行政提出書類作成）
スキルなど

・ホームページ、デザインに関しては、photoshop・illustratorを
使用でき、実務経験１年以上
・データ入力については、word、excel必須。Excelは関数の理解
があり、テンプレート・フォーマット等を作成できるレベルを求め
ます。事務経験１年以上。行政書士資格保持者優遇

②

株式会社エイビス

主な募集業務
Web・システム開発系

所在地

大分県大分市金池町3-3-11 金池MGビル

部署・
担当者

管理本部 総務経理部

ホーム
ページ

https://www.aivs.co.jp/

企業概要

井上 麻実

大分に本社を構え東京、大阪の３拠点で事業展開。
環境分野に特化したパッケージソフトの開発・販売に取り組み、国
内シェアは№１！
また、医療・介護分野へのシステム開発にも力を入れており海外へ
進出しております！

発注(予定)
①Windowsプログラミング作業
業務、求め
弊社製品であります「環境検査システム」のプログラミング
るワーカー、
作業です。
スキルなど

過去にWindows系プログラミングを行った方
②チラシ作成
弊社製品であります「環境検査システム」のチラシ(A4両面)を
作成です。
お客様宛のＤＭ用となります。

③

株式会社L-planning

所在地

大分県大分市庄境11-7

部署・
担当者

筒井・清水

ホーム
ページ

https://l-planning.jp/

企業概要

当事務所では、代表者を含
めすべてのスタッフが、打ち
合わせなど必要があるとき
以外は、基本的に在宅で作
業を行っています。
いままでのご経験をぜひ当
社で活かしていただければ
と思います。

自社製品のプログラミング
となりますので、納期期間
などゆとりある調整が可能
です。
継続的にご契約頂ければと
思っております。
また、開発に必要なノートパ
ソコンはこちらにて準備しお
貸します。

主な募集業務
Web・システム開発系

私たちは、中小企業の売上を伸ばし、その企業の社長・スタッフ、
地域までも元気にする大分のホームページ制作会社です。
私たちが関わった企業の多くは、昨対比１２０％以上の売上を伸ば
しています。

発注(予定)
１．WEBコンテンツ作成
業務、求め
WEB媒体ならではの特性（SEOや構成）を理解している
るワーカー、
ライターさん。やる気のある初心者ライターさんも歓迎です！
スキルなど

２．イラスト作成
幅広いタッチ、パターンでイラストを描ける方。
過去の実績から判断させて頂きたいです。
３．WEBデザイナー
ジャンルに問われずデザインができる方が嬉しいですが
特定分野に強い方でも歓迎です！
過去の実績から判断させて頂きたいです。

企業のダイヤの原石を見つ
けることは、とても得意なの
ですが、ダイヤモンドに仕
上げる表現方法がリソース
不足であり、もっと伸ばせる
余地があると考えています
。そこで、伝わる表現が得
意な在宅ワーカーさまと繋
がりたく参加しました！

④

ゴードービジネスマシン株式会社

所在地

大分県大分市下郡北1-2-12

部署・
担当者

企画事業部/教育事業部 大熊 洋司

ホーム
ページ

https://godobm.net/

企業概要

主な募集業務
Web・システム開発系

お客様の「困った」を解決することを企業理念に、システム開発や
求職者向け職業訓練校を中心に地域に根ざした活動をしております。
ベンチャー精神で100年企業を目指しています！

発注(予定)
(1) HPの更新業務
業務、求め
業務内容：HPの保守サポート、更新
るワーカー、
スキルなど

(2) チラシ作成業務
業務内容：職業訓練募集チラシの作成、有料講座のチラシ作成
スキル：デザインセンス、イラストレータ等デザインソフトを
使用できる

⑤

株式会社トランスコミュニカ

所在地

大分県大分市府内町3-4-20 大分恒和ビル4階

部署・
担当者

営業部 山本 譲治

ホーム
ページ

https://transcommunica.co.jp/

企業概要

主な募集業務
Web・システム開発系

大分で10年、WEBサイトの制作や、システム開発を行っています。
日本には３名、インドネシアに５名のメンバーがいます。
自由な働き方や個人を尊重するアットホームな会社です。
WEBデザインや、ページの更新などの定型的な業務もあり、お手伝
いしていただける方を探しています。

発注(予定)
特にWEBデザインのできる方を探しています。
業務、求め
ロゴのデザインなどもあります。
るワーカー、
イラスト等が得意な方であれば、簡単なキャラクターのデザインな
スキルなど

どもあります。そのほか、ワードプレスの作業などができる方がい
れば仕事があります。開発ができればもちろん歓迎です。
その他、スキルを教えていただければ、何か仕事があったときにご
紹介できますので、是非ブースまでお越しください。

⑥

有限会社二反田醤油店中津工場

所在地

大分県中津市上宮永955-1

部署・
担当者

二反田 新一

ホーム
ページ

https://www.nitanda.com/

企業概要

お客様が希望する”かゆい
ところに手が届く”サポート
を行っていただける方を募
集しております。
お客様の喜びをやりがいに
感じることができる仕事です
。ぜひ一緒に仕事をしましょ
う！

不明な点はやさしく教えます
ので、勉強しながら成長でき
ると思います。
インドネシアに開発メンバーが
いたり、APU留学生とつながり
ができたり、楽しい職場だと思
います。
在宅で作業しているメンバー
も多いので、隙間時間、夜の
時間などを有効活用してくださ
い。

主な募集業務
Web・システム開発系

1919年創業、100年間醤油製造を生業とし、地域の味にねざしたも
の造りに撤してきました。現在は、醤油とともに加工品（ドレッシ
ング、たれ、つゆ、ぽん酢）を製造しています

発注(予定)
【発注内容】 弊社既存WEBSITE運営全般の委託
業務、求め
【業務内容】・既存ホームページの更新、新たなページ作成
るワーカー、
・ホームページ内での販促プロモーションの考案、作成
スキルなど

・メルマガ発行（月1回）
【求めるワーカー、スキル】
・住所はどこでもかまわない（業務のやり取りは基本メールで打ち
合わせ取材等で来社時は交通費支給）・HTML理解が最低条件
・CGIの基本習得が望ましい ・デザイン用にphotoshop、
illustratorを使用できる。・使用PCはwindows、macどちらでも構
わないが、やり取りするファイルは互換性があるもので ・イン
ターネットショッピング運営のためのアイデアを持っている

長年、私一人でサイトの作成
、運営を行ってきましたが、社
内にシステムを理解できる人
材はなく、限界を感じてます。
新しい感性を持った社外の人
材活用を考えました。長期に
亘って契約を望みます。

⑦

株式会社HAB&Co.

所在地

大分県大分市金池町2-1-8 DBビル2F

部署・
担当者

加藤 綾子

ホーム
ページ

https://hab-co.jp

企業概要

主な募集業務
Web・システム開発系

2017年8月の設立以来、HRTechの自社サービス事業と、UI/UXデザインを
ベースとした受託開発事業の2軸で運営しています。チームは9名とまだまだ小
規模ではありますが、地方でしかできない新しい価値を創造していきます。

発注(予定)
1. ホームページ受託開発チームの支援
業務、求め
主にWordPressを利用したサイトの制作に携わって頂きます。
るワーカー、
（制作）：WordPress、HTML/cssのコーディング
スキルなど

（デザイン）：AdobeCC,Sketch,Invision等

2. カスタマーサポート業務
オンラインチャットまたはメールで顧客に対応して頂きます。
（ブラウザ）：Chrome等

⑧

株式会社ほうねん

所在地

大分県大分市大字端登字下鶴1800-1

部署・
担当者

本店 朝久野 徹

ホーム
ページ

http://www.hounen-oita.com

企業概要

主な募集業務
Web・システム開発系

農業資材を販売する会社です。弊社では、土壌診断を通して施肥設計を
行ったり、農業に関する勉強会の開催、機械の修理、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽの施工等、
農業に関するサービスの幅を拡げて提供しております。それらを強みに、全国の
方にWEBを通して販売を拡げていきたいと考えております。

発注(予定)
ECサイトおよびホームページの保守・運用・更新（商品登録・デザイン変更含
業務、求め
む）をお願いしたいと考えております。ＨＴＭＬ・ＣＳＳなどのコーディング、リスティ
るワーカー、
ング広告作成、アクセス解析などもお願いできればと考えております。
スキルなど

⑨

株式会社ゆいまーる

大分県大分市下郡3462-1 オフィスパレア下郡I-2号室

部署・
担当者

IT部門 白尾 緑・沓冠 直紘

ホーム
ページ

https://kabuyui.com/

発注(予定)
業務、求め
るワーカー、
スキルなど

専門性を活かしたECサイト
運営し、あらゆるサービスで
お客様をサポートし、よりリア
ル店舗に近づけるサイトづく
りを目指したいと考えており
ます。
ぜひあなたの創造性豊かな
お力をお貸り出来ればと願っ
ております。

主な募集業務
Web・システム開発系

所在地

企業概要

少人数ならではのなんでも
聞ける環境や、圧倒的成長
を実感できる職場です。
個人の裁量が大きくクリエ
イティブな発想力を活かし
ていただけます。
また、スキルだけでなくベン
チャー精神や人間性を重視
しています。

株式会社ゆいまーるとは・・・沖縄の方言で、「助け合い、支えあい」を意
味します。クライアント様がお困りになっているネット集客を弊社がサポー
トすることにより経営へのお手伝い、助け合い、支えあいをしてともに愛さ
れ続け共存できる会社を目指しています。
弊社は小規模の人数体制ですが求められるスキルに応えることができ多くの
出逢いからチャンスにつなげていけるような会社を目指しています。
コンサルティング事業（HP制作など）やマーケティング事業（ネット広告な
ど）に関しまして全国規模で行っております。
集客コンサルディングの対策などにより求められるカテゴリが増えてきてそ
こに対応してクライアント様の満足度をあげるため自社でのサービス内容の
充実を図りたくPhotoshopやillustratorのソフトを持っていて、操作経験の
ある方、そのような仕事が出来る方を重視しております。経験年数、資格な
どは問いませんが、クライアント様の求める仕事ができるためには必要な項
目ととらえております。また近年、webマンガの需要が高まっているので、マ
ンガを描いていただける方も重要視しております。マンガの場合、タッチや
ジャンルが多様ですので過去の作品等を確認できるものがあれば幸いです。

自宅を離れての仕事や作業
が困難でも、スキルや才能、
実務経験をお持ちの方はた
くさんいらっしゃると思います
。
そのような方に私たちの仕
事を助けてほしいと思ってお
ります。私たちが持っていな
いその才能をお持ちの方々
にお会いできるのを楽しみ
にしております。

⑩

株式会社アイクレイ

所在地

大分県大分市中央町1-1-20

部署・
担当者

EC事業部 金 光哲

ホーム
ページ

http://www.aikurei.co.jp/

企業概要

主な募集業務
ライティング系

お灸製造販売
近年になって、慢性疾患への対応や、世界的に高齢化社会へと向か
うなか、病気がおこる以前の未病の段階で治療することをめざして
きたお灸が今、世界の注目を集めています。美容灸、お灸女子、灸
活など女性にも人気上昇中です。

発注(予定)
■発注予定業務内容
業務、求め
①弊社お灸製品の宣伝用文書の作成、投稿
るワーカー、
②弊社お灸製品の宣伝用動画の作成、投稿
スキルなど

■求めるスキル
・SNS（Instagram、Twitter、facebookなど）を活用している方
・インターネットビジネスへの興味をお持ちの方
・健康関連ビジネスへの興味をお持ちの方・東洋医学、鍼灸関連の
知識があればベスト

⑪

株式会社キャリア・マム

東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階

部署・
担当者

制作部 佐手 みどり

ホーム
ページ

http://www.c-mam.co.jp/
キャリア・マムは結婚しても、子供がいても自分らしく働きたいと
願う女性のために作られた会社です。現在主婦中心に10万人の会員
を有します。「主婦する、ママする、自分する、仕事する」をコン
セプトに、様々な環境、世代の女性が「自分のスタイル」で働ける
ようサポートします。

発注(予定)
■ライティング：原稿、メルマガ作成・取材ライティング業務
業務、求め
■アウトソーシング：データ入力、文字起こし、CAD、採点、アン
るワーカー、
ケート集計など
スキルなど

■Web制作：Webサイト更新
■DTPチラシ制作
■モニター調査：自宅でアンケート調査、会場へ出向く座談会
研修会を受けてお店や地域の情報収集ための店舗調査
フィールド調査

⑫

株式会社庄司酒店

所在地

大分県臼杵市大野625

部署・
担当者

企画営業部 土居 雅宗

ホーム
ページ

http://www.liquprs.ne.jp

企業概要

業務場所、時間に対する制
限なし

主な募集業務
ライティング系

所在地

企業概要

新しい流行を生み出すこと
につながる仕事です。

発注業務は多岐に渡り、複
数名で行うプロジェクトチー
ム型の業務が多いことが弊
社の特徴です。困った時に
はチームマネージャーに相
談することもできます。
また実績を積むことでリー
ダーやマネージャーとして
活躍することも可能です。

主な募集業務
クリエイティブ系

日本全国の飲食店様、一般個人消費者を対象とする、カタログや
ネットを主軸とした国産輸入酒の総合酒類通信販売を営んでいます。
ただ、酒を販売するだけでなく、料理との相性や飲み方の提案など
も行う企画会社です。

発注(予定)
カタログ掲載用コラムデザインまたは、弊社ECサイト掲載用バナー
業務、求め
/ランディングページデザイン作成をお願いします。
るワーカー、
コラムデザインについては、Adobe Illustrator/Photohopを使って
スキルなど

印刷物用のデザインができる方、バナーデザインについては、
Adobe Illustrator/Photohopを使ってのweb用コンテンツのデザイ
ンができる方を募集しています。

弊社制作「リカーズ」は、年
間約120万部を発刊する、
お酒の情報誌として全国的
にもとても影響力のあるマ
ガジンです。
そのデザインを手がけると
てもやりがいのある仕事。
是非一度弊社ブースにお
越し下さい。

⑬

株式会社ＴＨＩＮＫ－ＤＯ．ＢＥ

所在地

大分県大分市片島1219-1

部署・
担当者

松田 志朗

ホーム
ページ

https://think-do.be

企業概要

主な募集業務
文字起こし・データ入力系

「新しい仕事を新しい働き方で」コンセプトに業務に取り組んでお
ります。
最新のＩＣＴサービスを活用し、企業の業務効率化を提案するコン
サルティング会社です。
スタッフの働きやすい環境を構築することで、お客様へより良い
サービスを提供していくことを心掛けています。

発注(予定)
簿記、会計業務の経験を持たれている方。
業務、求め
税理士事務所、会計事務所に勤務経験がある方。
るワーカー、
・企業の経理業務を代行処理して頂くお仕事になります。
スキルなど

毎月定期的に業務依頼する形式になります。
主にマネーフォワード（ＭＦクラウド会計）への伝票入力及び
締め作業
・その他、Excelなどに企業情報などの入力作業

⑭

株式会社ナガヨシ

所在地

大分県豊後大野市緒方町馬場31-1
大分営業所：大分市下郡北2-1-29

部署・
担当者

介護事業 長吉 友博

ホーム
ページ

http://www.nagayoshi.info/

企業概要

当社は働き方改革を推進し
ており、お仕事の時間、場
所などについて柔軟に対応
しております。
また、最新のＷＥＢサービ
スなどを活用し、遠隔でもコ
ミュニケーションが図れるよ
うに環境を整備しておりま
す。
アットホームな職場環境な
ので、お気軽にお問合せく
ださい。

主な募集業務
文字起こし・データ入力系

弊社は1939年に豊後大野市で衣料品店として創業。
2000年に介護保険制度開始と同時に、高齢者向けの福祉用具のレン
タル・販売・住宅改修事業を行っています。
現在県下に本社を含め5拠点を展開。

発注(予定)
①音声起こし・データ入力系：クラウド上の電子書類のリネーム・
業務、求め
分類（入力作業ができればOK）
るワーカー、
スキルなど

②クリエイティブ系：Tシャツ・ポロシャツプリントデザイン作成
（エクセル・手書きラフデザインを元にイラレで作成）
③Web・システム開発系：会社HP・SNSの更新・追加作成

現在弊社では社内業務の外注
化を随時計画中です。そのた
めこのイベントの機会を通じ、
受注予定業務に関わらず様々
なスキルのワーカー様と面識
を持ちたいと考えています。
ぜひお気軽にブースまでご来
場下さい。

④その他：封筒詰作業

⑮
⑮ 病児保育コンサルティング株式会社
XXX
所在地

大分市大手町3-2-1 アネックス大手町101号

部署・
担当者

ファミサポ事業部 太田 直希

ホーム
ページ

https://sakurairo-hoikuen.jp/

企業概要

主な募集業務
その他

社会課題となっている病児保育不足の解決を目的とした会社です。
子どもの病気で仕事を急に休まなければならない状況が母親の悩み
の一つです。
病気の子をいつでも安心して預けられる社会環境をつくることが仕
事です。

発注(予定)
・皆様のご自宅で病気の子どもを預かってくれる方を募集していま
業務、求め
す。
るワーカー、
・子育て経験があれば、他の資格は不要です。
スキルなど

※弊社が実施する病児保育従事者研修の受講は必要
・損害賠償保険加入済（３億円）
・弊社と個人事業主として委託契約書を締結していただきます。
・大分市と別府市にお住まいの方を募集しています。
・契約、営業、お客様との仲介、売上管理は弊社が行います。
・法務、税務、労務等各種士業に関する相談もお受けします。

病児保育に必要な知識は、
弊社が実施する研修を受講
することで補えます。
皆様のご都合に合わせてお
預かりする日を設定していた
だけるので、他の仕事やプラ
イベートの隙間を埋めたい方
におススメのお仕事です。

⑯

UNITED SHARE
（ユナイテッドシェア）

主な募集業務
その他

所在地

大分県大分市末広町1-5-16 ユナイテッド末広ビル3F

部署・
担当者

酒井 英俊

ホーム
ページ

https://www.unitedshare.jp/

企業概要

2009年より大分市内2か所でシェアオフィス・個室の民間インキュ
ベーション施設を運営
起業・創業・中小企業経営支援を行っています
あなたに合った働き方を支援します
大分県指定ベンチャーサポート施設

発注(予定)
・個人事業主や創業全般についての相談したい方
業務、求め
・これまでの経験、スキルやキャリアを整理して活かしたい方
るワーカー、
・やる気がある方
スキルなど

・業務は多岐にわたります

⑰

合同会社パッチワークカンパニー

所在地

大分県国東市国東町田深443番地

部署・
担当者

岡野 望美

ホーム
ページ

https://patchcom.jp/

企業概要

主な募集業務
その他

建築や土木の図面作成代行を主な業務としています。在宅で働きた
い方でチームを組み、ネットワーク上で作業を行うテレワークをし
ています。今後は図面だけでなく、AIなど様々な分野で、企業と在
宅ワークを繋いでいきます。

発注(予定)
CAD技術者
業務、求め
経理
るワーカー、
WEBデザイン、コーディング、ライティング
スキルなど

プログラミング

⑱

有限会社ユートピア産業

パッチワークカンパニーの本社は国東
にありますが、臼杵市や中津市、大分
市の人など県内各地の人と一緒にお
仕事をしています。
在宅ワークだけど一人じゃない。仲間
と一緒に始められることで、分からない
ことや困ったことを相談することが出来
ます。また一人ではだらだらしてしまい
がちな在宅ワークで、モチベーションを
維持することができます。
まだ始まったばかりの取組み。この働
き方を広げていくためにぜひみなさん
の応援が必要です。まずは会員登録を
ぜひお願いいたします。

主な募集業務
その他

所在地

大分県大分市羽屋67-11

部署・
担当者

営業部 丸田 朗寛

ホーム
ページ

https://peraichi.com/landing_pages/view/utopia

企業概要

在宅ワーカーを支援します
何がしたいか、何が出来る
かお聞かせください。
あなたに合ったお仕事の情
報提供や、個人事業主の経
営アドバイスをします。
自宅住所を知られたくない
方は、シェアオフィスの活用
方法お伝えします。

当社は総合保険代理店(損保・生保)です。来店型保険ショップとし
て、お子様連れのお客様にゆっくりお話し頂く為に新たにキッズス
ペースを作りましたので、打ち合わせなどの際に同伴して頂いて構
いません。

発注(予定)
当社のHP作成、社員のイラスト化、オリジナルキャラクターの作成、
業務、求め
会社案内用チラシをお願いしたいと考えております。
るワーカー、
また、当社は法人のお客様もいらっしゃいますので、当社でご対応
スキルなど

頂いた方には他社への導入を一緒にして頂きたいです。

今回のご縁を大切にさせて
頂きたいと思いますので、
気になることがあればお気
軽にご相談下さい。
また、当社も将来に向けて
新しい事業に取り組み、た
くさんの方のお役に立ちた
い為ご協力の程お願い致
します。

⑲

一般社団法人SDGs支援機構公認
SDGs ビジネスジュニアコンサルタント

主な募集業務
その他

所在地

大分県大分市須賀2-15-12

部署・
担当者

山本 真一

ホーム
ページ

http://www.yamamoto-sr-office.com/sdgs.html

企業概要

平成14年 社会保険労務士事務所開業（現在女性スタッフ3名）
平成31年6月より一般社団法人SDGs支援機構公認 SDG sビジネス
ジュニアコンサルタントとして活動しています。今回の出展の目的
は、SDGsビジネスコンサルタントに関する業務支援が主となります。
（SDGsとは）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html

発注(予定)
ブログ更新、ホームページへの投稿原稿作成、キャッチコピー等
業務、求め
るワーカー、
現在、中小企業向けSDGsビジネスコンサルタントしています。企業
スキルなど

スキルももちろんですが、
SDGs（国連が定めた持続可
能な開発目標）に関心や理
解があることが大事です。理
念の共有をしてほしい。

へのSDGs経営導入推進・SDGsの周知活動を行っています。イベント
に関するコーディネート業務なども発生する可能性あり。

⑳

株式会社コネクティル

主な募集業務
Web・システム開発系

所在地

東京都中央区日本橋小伝馬町17-13 第9堀ビル2階

部署・
担当者

IT事業グループ 齋藤 枝里

ホーム
ページ

https://connectill.co.jp/

企業概要

結婚出産介護等の理由で退職された女性に、在宅・時短ベースでの
就業機会（自社採用、お仕事紹介、業務委託）を提供しております。
中小企業への経営支援と女性への在宅就労機会創出の意義を認めら
れ、平成26年東京都足立区ビジネスプランコンテストで当年最高位
の優秀賞を受賞。

発注(予定)
・システム開発業務、テスト/マニュアル作成等開発補助業務
業務、求め
・AI開発用データ作成業務
るワーカー、
・取材、ライティング業務
スキルなど

・WEBサイト、ECショップの作成やメンテナンス、運営業務
・Web制作会社でのサイトデザイン業務
などなど
お持ちの経験に合わせて、幅広い業種、業務の中から、最適な仕事
をお任せします。

㉑ ブランディングテクノロジー株式会社
（英語社名：Branding Technology Inc.）

主な募集業務
Web・システム開発系

所在地

東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル4F・5F

部署・
担当者

コンテンツマーケティング部 小田 義明

ホーム
ページ

https://www.branding-t.co.jp/

企業概要

発注(予定)
業務、求め
るワーカー、
スキルなど

お持ちの経験に合わせて、
幅広い業種、業務の中か
ら、最適な仕事をお任せし
ます。

2001年創業、東京・渋谷にある中堅・中小・ベンチャー企業向けWebコ
ンサルティングサービスを提供するベンチャー企業です。企業のWeb
マーケティングに必要な、企画・制作・運用・広告・コンサルティング
の「5steps」をワンストップで提供しており、現在約4,500社との取引
を継続しています。※2018年11月1日より「株式会社フリーセル」から
社名変更
【ライティング】弊社クライアントのサイトに掲載する記事の企画やラ
イティングをお願いします。執筆ジャンルは様々なのでご自身の知識や
得意分野を活かせます。取材、撮影をお願いするケースもあります。
【デザイン】Webサイト内のバナーや画像などのパーツ制作・実装業務、
インフォグラフィック素材やイラスト素材の作成業務などをお願いしま
す。
【コーディング】WordPressで構築されたサイトの修正作業（投稿タイ
プ追加・テンプレート編集など）、LPのHTMLコーディング業務（スマ
ホ・パララックス対応）などをお願いします。

スキルや経験はもちろんです
が、やる気・気遣い・プロとし
ての責任感のある方と継続的
に取引できればと思っていま
す。
やり方や進め方や報酬など、
細かいことについては、ライフ
スタイルに合わせて相談しな
がら決めていきましょう。
どうぞ宜しくお願いいたします
！

㉒

東京反訳株式会社

所在地

東京都豊島区南池袋3-13-15 東伸ビル4F

部署・
担当者

Jobstyle推進部 田中 めぐみ

ホーム
ページ

https://8089.co.jp/

企業概要

主な募集業務
文字起こし・データ入力系

文字起こし（テープ起こし・音声起こし）のアウトソーシング会社
です。本社は東京ですが、全国に在宅ワーカーさんがいらっしゃい
ます。様々な業種業態からのご依頼があります。（100,000件超え
ました）近年、データ入力の案件も増えており、事業拡大中です。

発注(予定)
【発注業務】・文字起こし（テープ起こし・音声起こし）
業務、求め
・データ入力業務
るワーカー、
【スキル】実務経験1年以上の方もしくは、文字起こし講座(通信教
スキルなど

育含む)を受講済の方。 （※文字起こし、データ入力ともに、事前
にトライアル試験がございます。）
原稿作成のための国語能力と、一般常識、コミュニケーション能力
を十分に備えた方。納期、守秘義務を遵守できる方。基本的なパソ
コンスキルがある方。詳しくは「東京反訳Jobstyle」をご覧くださ
い。 https://8089.co.jp/jobstyle/

数ある案件の中から、個人
のレベルや特性に合った案
件をご案内しています。
研修会、慰労会の開催等、
全国各地から集まった他の
在宅ワーカーさんや当社ス
タッフと交流の場があります
。（年2回）
12月～3月は、繁忙期割増
制度があります。

会場MAP

東京反訳株式会社

有限会社ユートピア産業

株式会社コネクティル

㉒

㉑

ブランディングテクノロジー株式会社

①

合同会社inokoto
リーガルゲート行政書士事務所

②

株式会社エイビス

③

株式会社L-planning

④

ゴードービジネスマシン株式会社

⑤

株式会社トランスコミュニカ

⑥

有限会社二反田醤油店中津工場

株式会社HAB&Co.

⑲

⑳

一般社団法人SDGs支援機構公認
SDGs ビジネスジュニアコンサルタント

合同会社パッチワークカンパニー

⑧

⑨

株式会社ほうねん

⑯

病児保育コンサルティング株式会社

⑮

株式会社ナガヨシ

⑭

株式会社ＴＨＩＮＫ－ＤＯ．ＢＥ

⑬

株式会社庄司酒店

⑫

株式会社キャリア・マム

⑩

⑪

株式会社アイクレイ

Web・システム開発系

ライティング系

文字起こし・データ入力系

その他

⑰

UNITED SHARE

株式会社ゆいまーる

⑦

⑱

クリエイティブ系

