弊社サービスをご利用いただいている企業様にインタビューし、
具体的に活用事例をお伺いしました。

Client Interview

活用事例

vol.1
身近な存在で安心できる依頼先であることから
広島テレワーク協会に依頼することにしました
デザインの細かい指示をするのが難しかったですが、
結果的には良い出来となりました
Client Data

一般財団法人
会長

Q1

発 注 業 務

広島県母子寡婦福祉連合会

西中 依子様、事務局長

チラシ・リーフレット
デザイン制作

河内 茂子様

協会にお仕事を依頼していただいた理由とは？

Q3

いくつか理由があるのですが、まず、広島テレワーク協会の前身

三つ折りリーフレットの出来栄えはいかがだった
でしょうか？

ご利用企業様インタビュー

である広島県在宅就業支援センターの事業が県の事業であることか

以前、Word を使って母子寡婦福祉連合会内で作成したことも

ら、お仕事をお願いするのも安心できる依頼先であることですね。

あったので、同様に Word での作成を依頼しました。（何か変更し

それに、仕事を実際にするスタッフ（テレワーカー）がひとり親

たい場合、Word なら自分で出来るのでは、とも考えていたので）

家庭であり、支援対象が広島県母子寡婦福祉連合会と同じであるこ

ただ、イメージや色合いというデザインの部分を伝えるのに苦労し

とも理由の一つです。

ました。『あたたかくて、明るいイメージ』の色やデザインで作っ

また、仕事の依頼をする前から、スキルアップや在宅就業に興味
を持たれた母子寡婦福祉連合会の会員さんからの問い合わせがあ

て欲しい！ということをお願いし、何度か提案してもらい、結果的
には良い出来となりました。

り、センターの存在を知っていたことと、実際に母子寡婦福祉連合
依頼仕様

会の会員さんがセンターの研修をうけられているので身近に感じて
いたことも理由の一つでしょうか。

… A4 3 つ折り 両面
フルカラー 原稿支給
デザイン自由

発注形式

… 応募（スタッフ選定）
形式
使用ソフト … Word
納品形式
… Word

そういった経緯もあり、なにかこちらで出来ることはないか、ス
キルアップに貢献することはないかと考えていたところ、いいタイ
ミングで仕事をお願いできるものがあったので利用させてもらいま
した。

Q2

← 実際に採用されたデザイン

チラシの出来栄えはいかがでしょうか？

かわいいイラストがたくさん入った
あたたかく明るいデザインになって
います

1 つのチラシに対して多数の提案があり、どのデザインにするの
か、かなり迷いました。候補となったものを壁一面に貼り、見比べ
たうえで投票して決めたくらいです。また、パンフレットの色合い
をモノクロと決めていたのですが、カラーのデザインでかなり良い
ものもあり、モノクロとするのが残念なほどの出来栄えでした。

Q4

協会の対応はいかがだったでしょうか？

パソコンの専門用語で分からない事もありました。また、直接、
お仕事をされる方と打合せをしたり、依頼を口頭で伝えたりするこ
とができないので意思疎通ができていないようで、もどかしく感じ
る場面もありました。

← 実際に採用されたデザイン

「仕様書」の記入方法に慣れていないことや、デザイン系の仕事

インパクトがありながら、

であったこともあり依頼内容を文書化できない部分もありました。

まとまったデザインになっています

依頼仕様

… A4

片面

イメージを伝えるのはとても難しいので、今後、依頼するときには

1C（モノクロ）

原稿支給

お応えしました

デザイン自由
使用ソフト

… Word

納品形式

… PDF

どのように伝えるのか思案中です。

デザインの仕事は発注が難しい…

デザイン発注
チェックシート
.pdf

そのようなお言葉にお応えしてデザイン発注のコツをまとめたチェックシート
を作成しました。当ホームページの「資料ダウンロード・各種リンク」ページ
よりダウンロードしてご利用ください。

広島県母子寡婦
福祉連合会からの
メッセージ

広島県母子寡婦福祉連合会では相談者が希望されたお仕事に対しての求人開拓も行なっています。母子家庭等就
業・自立支援センターとして厚生労働省の認可を受け、ハローワークと同じように無料職業紹介を行っています。
また、会員さんが希望されたお仕事に対しての営業活動も行っています。ひとり親家庭や寡婦の方の仕事と生活
のサポートをしています。

広島県母子寡婦福祉連合会

TEL 082-543-6889

広島市中区富士見町11- 6エソール広島2F

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ
TEL：082-270-0322 http://www.h-takuwork.jp/

http://www.hiroshimakenboren.jp
インタビューにご協力いただきました
皆様、誠にありがとうございました！

弊社サービスをご利用いただいている企業様にインタビューし、
具体的に活用事例をお伺いしました。

Client Interview

活用事例

vol.2
協会に依頼することは、地域貢献・社会貢献の意味
でも、重要な位置づけと考えています
早く納品してくれるのでとても助かっており、
今後も新しい業務を発注できればと思っています
Client Data

ご利用企業様インタビュー

Q1

発 注 業 務

株式会社広テレイベンツ

カープ Town ひろしまアプリの

後藤様、出口様

画像加工処理・店舗情報登録

協会にお仕事を依頼していただいた理由とは？

特殊技能を要する業務を外注するにあたり、まとまった人数確保
が必要になりました。その際、人材育成の可能性を見越してトライ
アルができる御社に依頼することにしました。
「カープ Town ひろしま」という事業そのものが、町おこしをし
ていきたいという思いからスタートしており、どこに作業依頼する
のかを考えたとき、在宅就業するために研修を積み重ねてきたワー
カーさんにお願いするのが一番だと感じました。
それは、地域貢献・社会貢献という意味でも、とても重要だと考
えています。

Q2

Q3

今後、発注されたい業務はございますか？

今回、発注した業務に関連したものや、新しいものも、追加発注
しようと考えております。

Q4

協会へのメッセージ

ビジネスパートナーとしてきちんとお付き合いしたいと考えてい
ます。
ですので、成果物に対して求めるクオリティーに妥協はしません
し、問題がある場合は厳しいことを言うこともありますが、末永く
パートナーシップを結んでいただきたいと考えています。

出来栄えはいかがでしょうか？

弊社から発注させていただく業務は専門性が高いものが大半で
す。そのため最初はミスがありますが、回数を重ねるごとに良くなっ
ています。こちらから提案や指摘をする前に、ワーカーさんから提
案をいただくことも増え、着実にステップアップしておられると感
じています。今後が楽しみです。
また、納期に関してもこちらが想定してるよりも早く納品される
ので、とても助かっています。

↑ アプリ内の店舗情報ページに表示される

← アプリ内のチャーミング速報機能に

住所などの情報を Web ブラウザから入力

使われる画像を作成
（作業内容：写真の配置、文字入れ、
JPEG 書き出し）

広テレイベンツ
からのメッセージ

「カープ Town ひろしま」は広島テレビ主催のカープ公認のスマートフォン向けアプ
リです。
「カープが勝ったら○○プレゼント！」
「ホームランが出たから○○半額！」など、
おトク情報盛り沢山。ダウンロード無料！ iPhone・Android 両対応！ App Store、Google
play で「カープタウン」と検索！

株式会社広テレイベンツ

TEL 082-241-7151

広島市中区中町６番６号 広島テレビ８階

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ
TEL：082-270-0322 http://www.h-takuwork.jp/

http://www.htv.ne.jp/
インタビューにご協力いただきました
皆様、誠にありがとうございました！

弊社サービスをご利用いただいている企業様にインタビューし、
具体的に活用事例をお伺いしました。

Client Interview

活用事例

vol.3
少しでも社会のためになれば良いと思い、依頼する
ことにしました
メールでの意思の疎通は問題ありませんでした
デザインも全く問題なく、満足しています
Client Data

発 注 業 務

行政書士法人 Asumia（あすみあ） カードデザイン制作
代表社員

Q1

行政書士

崎田様

Q3

協会にお仕事を依頼していただいた理由とは？

わたしは子育て真っ最中です。幸い夫婦で分担しながら育児をし

メール中心のやりとりでワーカーとの意思の疎通は
いかがでしたか？

ご利用企業様インタビュー

ていますが、ひとり（親）の方は、（子育てをしながらだと）大変

意思の疎通はできていたと思います。会いたいと思う依頼者もい

だと思います。外になかなか出られないのが現実だろうと思うので

るかもしれませんが、メールで文字として過去の履歴が残る方が良

…。お願いする（仕事を依頼する）ことが、少しでも社会のために

いと思います。言ったことを忘れたり変わったりすることも多いの

なれば良いと思い依頼することにしました。

で、見返しながらできるのが合っていると思います。職業上、法律
に基づいている分、ある程度特定させる言い方をメールを通してし

Q2

なければならない、文章で絶対残しておかなければならない、そう

打合せ中など、スタッフとのやりとりはいかが
でしたか？

いったことから、メールでのやりとりを特に困難とは考えませんで

デザイン系の仕事は感覚的なものがあるので、間に人が入らない
ほうが良いケースもあると思いました。今回は途中から直接のやり
とりをさせてもらって、結果的にそれが良かったと思います。シン
プルな作業系は、途中に入ってもらった方が良いかもしれません。
感覚系は直接が良いのでは、と思いました。

した。

Q4

出来栄えはいかがでしょうか？

サイズがカード大とは知っていましたが、実際に出来上がったも
のを見ると想像より小さいと感じたので、紙面に入れる文字を工夫
することも次回考慮しようかなと思いました。大きい画面で見たと
きにちょうど良くても、名刺サイズになると文字数を減らしても良

← 実際に採用されたデザイン
コンパクトにしっかりまとまって

いかなという印象があります。ですが、今回はこれで良かったと思っ

おり、さらに親しみやすい雰囲気

ています。感覚的なものなので、これはこれ、次は次で、と考えて

になっています

います。デザインは全く問題なく、写真もイメージに近いものを選
んでもらって満足しています。

依頼仕様

… カードサイズ
両面・4C/1C
原稿支給
デザイン自由

今後は、アウトソースしたほうが効率的な分野について依頼でき
ればと考えています。現在、社内マニュアル作成やデータ集計など
を依頼するかどうか、検討中です。

発注形式

… 応募（スタッフ
選定）形式
使用ソフト … Adobe Illustrator
納品形式
… Adobe Illustrator

行政書士法人 Asumia
（あすみあ）からの
メッセージ

弊社は、広島県広島市に拠点を置く、行政書士事務所です。会社や法人、個人事業を営む皆さまから、手続・
会計・契約・コンサルティング等をご依頼いただいております。もし、相談したい、依頼してもいいかな？と思っ
ていただけますならば、まずはお問い合わせください。弊社では、初回 1 時間無料相談制度をご用意しています。
ホームページには、会社概要や沿革はもちろんのこと、お約束すること、セキュリティ体制まで、できる限り
詳しく掲載しておりますので、ぜひ会社案内ページをご覧ください。

行政書士法人 Asumia（あすみあ）

TEL 082-569-5320

広島市東区光町 2 丁目 6 番 41号 セネスビル 4 階

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ
TEL：082-270-0322 http://www.h-takuwork.jp/

http://e-jimusho.com/
インタビューにご協力いただきました
皆様、誠にありがとうございました！

Client Interview

弊社サービスをご利用いただいている企業様にインタビューし、
具体的に活用事例をお伺いしました。

活用事例

vol.4
イラスト作成を依頼しましたが、とてもデザイン性
が高く、バランスのとれた仕上がりに
とても満足しています
今後も色々と相談をしていきたいと考えています
Client Data

ご利用企業様インタビュー

Q1

発 注 業 務

株式会社 成研

四神イラスト制作・

代表取締役

ホームページ編集

吉村様

Q3

協会にお仕事を依頼していただいた理由とは？

今後、発注されたい業務はございますか？

広島テレワーク協会の前身である広島県在宅就業支援センターの

新しい手法や斬新なものを積極的に取り入れていきたいと考えて

方針、目的に共感し、何かできることがないかと考えたためです。

いるので、ホームページリニューアル、その他のサイトやイベント

ホームページを見るとデザインに関連した仕事もお願いできそう

の資料などの発注を考えています。
今後も、色々とお仕事の相談をしていきたいと考えています。ま

だと思い、相談しました。

Q2

た、打合せしていきましょう！

出来栄えはいかがでしょうか？

とてもデザイン性の高いもので満足しています。単純にトレース
するような形ではなく、バランスの取れた仕上がりにとても満足し
ています。色合いやタッチも思ったものができており、今後シリー
ズ化するものがあれば、ぜひ、同じワーカーさんにお願いしたいく
らいです。
← 実際に採用された 四神のイラスト
細かい描写ながら、イラストならではの
温かみも感じさせる仕上がりになっています

依頼仕様

… B5 サイズ
片面・1C（モノクロ）
原稿支給
デザイン自由

↑ 現在あるホームページの HTML・CSS データ等を編集して、

発注形式

… 応募（スタッフ
選定）形式
使用ソフト … Adobe Illustrator
納品形式
… Adobe Illustrator

株式会社 成研からの
メッセージ

ホームページビルダーで編集可能なデータに整理・修正
する作業も発注頂きました

商業コンサルタントとして、これまで地域経済の発展のため、あるいは企業の活性化のため、専門技術や情
報を提供してきました。これもクライアント様あってのことと、感謝しております。近年では環境保全や地球
温暖化防止の社会的要請から、環境経営へも積極的に取り組んでいます。
活力ある経済活動と人々がやすらぎ安心できる地域社会を両立させるため、私たちは常にレベルアップをは
かっていきます。どうかこれからもよろしくお願い申し上げます。

株式会社 成研

TEL 082-543-5551

広島市中区袋町 4-14

http://www.seiken-hiroshima.co.jp/

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ
TEL：082-270-0322 http://www.h-takuwork.jp/

インタビューにご協力いただきました
皆様、誠にありがとうございました！

弊社サービスをご利用いただいている企業様にインタビューし、
具体的に活用事例をお伺いしました。

Client Interview

活用事例

vol.5
理念、目的に共感し、応援したいという気持ちから
仕事を依頼しました
出来栄えも正確性の高いデータで、業務意識の高さを
感じました。今後も様々な発注を考えています
Client Data

発 注 業 務

株式会社 エム・アイ・シー・コンサルティング 就業規則データ
入力

神宮様

ご利用企業様インタビュー

Q1

協会にお仕事を依頼していただいた理由とは？

広島テレワーク協会の前身である広島県在宅就業支援センターの
理念、目的に共感し、微力でも何かお手伝いしたい！応援したい！
という思いから依頼しようと思いました。
稲盛和夫さんの『働き方』にもあるように人間は、自らの心を高
めるために働くということ。また、諸説ありますが、
「『働く』とは、

Q3

今後、発注されたい業務はございますか？

データ入力業務、翻訳（専門的な分野）、デザイン性のあるもの。
マーケティング分野としては、サンプリング調査など。
ちょっとしたアイデアから新しい仕事を作り出せるだけの、ワー
カー登録数であるともいえるため、今後、色々と話を進めていきた
いと考えています。

傍（はた）を楽（らく）にすること」であり、傍（＝周り）を楽に
すること、世のため・人のために行うのが「はたらく」という意味
ともいわれます。

様々なテレワーカーの
活用を考えています

つまり、こうしたこの関わり合いから、まわりまわって１人でも
多くの人たちの笑顔を作りたいと考えたためです。

Q2

データ入力業務

出来栄えはいかがでしょうか？

翻

多くの方が応募して頂いたと聞き、嬉しく思います。
出来栄えとしては、期待した以上の正確性のあるデータでした。
指示をしていない点についても「自ら考え、行動する」その意識の

訳

デザイン
サンプリング調査

高さと、配慮のある出来栄えでした。

株式会社 エム・アイ・
シー・コンサルティング
からのメッセージ

株式会社エム・アイ・シー・コンサルティングは、中小企業の経営支援を通じて、お客様と共に考え、
共に喜び、共に笑い、双方にとって「かけがえのないパートナー」となることを目標としています。また、
この活動を通じて、社員とその家族の生活を豊かにし、地域経済ひいては日本の国づくりに貢献します。
事業内容としては、経営コンサルティング、人材コンサルティング、労務コンサルティング、財務・会
計業務、財務・組織診断、固定経費削減コンサルティング、保険代理店業務を行っています。
株式会社 エム・アイ・シー・コンサルティング
広島市中区東白島町12-15 MICビル３階
〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ
TEL：082-270-0322 http://www.h-takuwork.jp/

TEL 082-222-3191

http://www.micconsulting.jp/
インタビューにご協力いただきました
皆様、誠にありがとうございました！

弊社サービスをご利用いただいている企業様にインタビューし、
具体的に活用事例をお伺いしました。

Client Interview

活用事例

vol.6
知人の紹介で、広島県在宅就業支援センターを知り
ました。おおむね優秀だと感じています
今後もネット関連の仕事や、画像加工・EC サイト
への商品登録などの発注も視野に入れています
Client Data

発 注 業 務

株式会社 理由（riyu Inc.）

ヤフオク出品委託

柿根様

ご利用企業様インタビュー

Q1

Q3

協会にお仕事を依頼していただいた理由とは？

知人からの紹介がきっかけで、広島テレワーク協会の前身であ

今後、発注されたい業務はございますか？

ネット関連のお仕事としては、ブログのライティング業務、記事、

る広島県在宅就業支援センターを知りました。協会のホームペー

SEO 対策などがあります。また、画像加工やショッピングサイト

ジを見て、依頼できるのではないかと感じたため、問い合わせしま

などへの商品登録なども視野に入れています。

した。

Q2

出来栄えはいかがでしょうか？

← Yahoo ！オークション
イメージ

人それぞれ進捗度合は違いますが、おおむね優秀と感じています。
扱っている商品が 20 〜 30 代女性の服になるので、男性には苦労
も多いのではないかと思います。また、アイテムの名称やブランド
固有の呼称もあるなかで、ワーカーさん自身がホームページなどを
調べたうえでの商品説明をされている点には驚きました。逆にこち
らが勉強となることもありました。

仕事
内容

商品（服）を

商品（服）を

ヤフオクに出品します

落札・

梱包・

預かります

撮影します

商品説明なども記載

入金確認

発送作業

します

わたしたちは、中小企業の活性化のために、マネジメント、マーケティング、コミュニケーションの技術を
株式会社 理由からの
駆使し、価値ある社会人づくりを目指しています。価値ある社会人とは、常に周りの人や環境にプラスの影響
メッセージ

が与えられる人と定義しています。プラスの影響とは、その人が存在することで、周りの人が助かる、楽しい、
感動するといった価値を提供している状態を意味します。事業としては、通信販売事業、経営支援事業、新規
事業開発支援事業、人材教育事業を行っています。ミセス服のユーズド、古着ショップとしては、全国的にも
指折りのショップです。特定ブランドであれば、No.1 のものもあります。

株式会社 理由

TEL 082-297-1321

広島県広島市西区横川町 2 丁目 9-1 マツモトビル 2F

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ
TEL：082-270-0322 http://www.h-takuwork.jp/

http://riyu.interlogic.jp

インタビューにご協力いただきました
皆様、誠にありがとうございました！

