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About PASONA

1976年2月: パソナ創立
日本で初めて「ワープロ
完全在宅勤務制度 を開

雇用創造の歩み

育児を終えてもう一度働きたいと願う主婦に

働く場を提供したいとの思いから

完全在宅勤務制度」を開
始。企業と主婦の双方か
ら大きな反響を呼びまし
た。（1983年）

働く場を提供したいとの思いから

人材派遣をスタート 「みて、ふれて、仕事
する」スリーステップ
ＯＡショーを開催。イ
ベントを通じた主婦層
の能力開発にも注力

● 主婦の再就職支援 ● 在宅勤務 ワークシェアリング の能力開発にも注力
し、企業におけるＯＡ
化の普及を促進させ
ました。（1983年）

● 主婦の再就職支援

● 女子大生の就労支援

● 中高年・シニア層の再就職支援

● フリーター･若年層の就労支援

● 在宅勤務、ワ クシェアリング

● アウトプレースメント

● アウトソーシング、ＰＥＯ

● 401ｋ、カフェテリアプラン

4年制女子大生に専門能

力の開発指導を行い、企
業役員などに秘書として
派遣する「エグゼクティブ
セクレタリー制度」。大卒
女性が説 会 殺到 ま

創業
38年
創業
38年

さまざまな雇用インフラ、

サポートインフラを社会に提案

女性が説明会に殺到しま
した。（1983年）

38年38年 サポ トインフラを社会に提案

年齢・性別を問わず誰もが自由に好きな仕事を選択できる社会を目指す



グループ展開

Todayʼs Point

○場所 時間にしばられない新しい働き⽅○場所、時間にしばられない新しい働き⽅

○これから仕事が増える理由○これから仕事が増える理由

○ワ カ の活躍事例○ワーカーの活躍事例

○お仕事をGETするポイント○お仕事をGETするポイント



在宅ワークあるある
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Whatʼs Crowd Sourcing?

Crowd Sourcingg
Web上で個⼈等に 業務委託

・作業依頼
・発注

・作業実施
・納品発注者 受託者

（クライアント） （ワーカー）



企業の⼈材活⽤⼿法のひろがり
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企業のアウトソーシング活⽤の広がり

業務セ タ 運営

業務内容 対応主体優先指標
業務センター運営

ＣＲＭサポート クオリティ
ＨＰ/システム構築  組織

資料/チラシ作成

データ⼊⼒
コスト

デ タ⼊⼒

情報収集
 個⼈

アイデア
 個⼈

スピード

＊⼩規模、⾮定型、スピードに対応できるアウトソーシングが求められてきている



サービスニーズの⾼まり

ワーカークライアント

時間にしばられず働きたい
好きな場所で働きたい
⾃分の能⼒を表現したい

業務をアウトソーシングしたい
依頼に⼿間をかけたくない
いい⼈に仕事を頼みたい ⾃分の能⼒を表現したい

⾃分で⾃分の値段を決めたい
いい⼈に仕事を頼みたい
適切な価格で頼みたい

ググお仕事マッチングの
新たなしくみが必要
お仕事マッチングの
新たなしくみが必要新たなしくみが必要新たなしくみが必要

クラウドソーシングで依頼される業務

単純作業を
早く終わらせたい

専⾨職に
依頼したい

アイデアが
欲しい早く終わらせたい 依頼したい 欲しい

・データ⼊⼒
・データチェック

デ タ分類

・ＨＰ制作
・アプリ開発

翻訳

・ロゴ制作
・デザイン

ネ グ・データ分類
・⼝コミ投稿
・アンケート

・翻訳
・コンサルティング

etc

・ネーミング
・コピー

etc
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etc



お仕事掲載事例

カテゴリ Job名 依頼額

システム開発・改修 アミューズメント系企業の会員向け
ポ タ イト構築

¥2,400,000
ポータルサイト構築

設備予約管理システムの機能追加開発 ¥800,000

Webサイト制作・運営 新規法⼈設⽴に伴うWebサイト制作 ¥100,000

会計事務所のホームページ新規制作 ¥120,000

楽天サイト商品ページのデザイン/コーディング作業 ¥20,000

シ ピングモ ルの管理 運営のお仕事 ¥600 000ショッピングモールの管理・運営のお仕事 ¥600,000

事務系 ホームページの翻訳作業（6カ国分） ¥50,000

⼤学院専攻のロゴ制作 ¥40,000

営業リストの作成 ¥10,000
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営業⽤ツールのデザイン（チラシA4版・両⾯） ¥20,000

お仕事成約事例

 東京の某⼤⼿アパレル会社のiPhoneアプリのアンドロイド版開発は
札幌の20代の開発者に依頼。札幌の20代の開発者に依頼。

 福岡のネットショップ会社は、サイトの更新を神奈川県の⽅に依頼。

 ⼤阪の貿易商社は、⻑野の主婦に翻訳を依頼。

 F b kのマスコットデザインは 広島のデザイナ に依頼 Facebookのマスコットデザインは、広島のデザイナーに依頼。

 ⾹港企業が⽇本向けサービスHPの制作を名古屋のエンジニアに依頼。

 東京で社員8名のネット系企業が依頼した営業先リストアップ
4⽇で56件の提案数に。

 岐⾩の靴屋さんは、楽天に出店してるページの商品メンテを
千葉の主婦に依頼。

142012/09/25時点

千葉の主婦に依頼。



ジョブハブとは

は、は、
Web上で仕事の依頼〜契約・報酬⽀払まで、
ワンストップで対応できる
便利なオ イ サ ビ す便利なオンラインサービスです。

時間や場所にとらわれず
⾃分のライフスタイルにあわせ仕事を選び、
スキルやパフォーマンスにあった
報酬を得ることができます。報酬を得ることができます。

http://jobhub.jp
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ジョブハブとは

JOBを
業務の依頼・⾒積〜

納品・決済をオンラインで

依頼
MARKET

⾏える仕事流通サイト

PLACE

JOBを
請ける

成果を
管理

WORK
PLACE

JOB環境

PLACE
WEB上で仕事の
内容確認、実施、
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を提供
内容確認、実施、
報告ができる仕事環境サイト



サービスの特徴

Job-Hubには、みなさまが安⼼・安全・便利に活⽤できる
しくみがあります。しくみがあります。
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ご利⽤の流れ

を使うと、Web上でスムーズにお仕事ができます。

18



でできるお仕事例

┃Web モバイル制作 ┃開発 プログラミング ┃テスト サイト管理

Job-Hubでは、たくさんの仕事が依頼されています。

┃Web・モバイル制作
ホームページ制作
Webデザイン
コーディング（HTML、CSS、JavaScript）
Flash制作
スマ トフォンサイト制作

┃開発・プログラミング
Webアプリケーション開発
ソフトウェア開発
業務系システム開発
CMS・ネットショップ構築
モバイルアプリ開発

┃テスト・サイト管理
Webサイトテスト
デスクトップアプリテスト
モバイルアプリテスト
サーバ・ネットワーク管理
サイト管理 更新スマートフォンサイト制作

モバイルサイト制作
SNSサイト制作
ローカライゼーション

モバイルアプリ開発
iPhoneアプリ・Androidアプリ開発
インフラ構築（クラウド環境等）
VBA・マクロ開発
データベース開発

サイト管理・更新
コンテンツ監視（投稿、サイト等）
SNSサイト運⽤

┃デザイン・クリエイティブ
ロゴ
バナー
アイコン
キャラクタ イラスト

┃ライティング・翻訳
ネーミング
コピーライティング
メルマガライティング
記事 コラム

┃セールス・マーケティング
SEO（検索エンジン最適化）
SEM（検索エンジンマーケティング）
調査・アンケート
リサ チ 分析キャラクター・イラスト

チラシ・ポスター・名刺
パッケージデザイン
グラフィック・DTP
CG・アニメーション・⾳声
企画・プランニング

記事・コラム
ブログ執筆
テクニカルライティング
編集・校正
翻訳
オンライン通訳

リサーチ・分析
資料作成
営業企画
テレセールス・マーケティング
メールマーケティング
広告・PR
ソーシャルメディアマーケティングソ シャルメディアマ ケティング

┃サポートサービス
Webサイトサポート
テクニカルサポート

┃データ⼊⼒・加⼯
データ⼊⼒
データチェック・分類
デ タ収集
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カスタマーサポート（電話・メール・チャット）
秘書サービス

データ収集
アンケート
データ加⼯
画像・動画加⼯
テープ起こし

Job依頼タイプ

業務にあわせて、最適なJobの進め⽅のしくみがあります。

単純作業を
早く終わらせたい

専⾨職に
依頼したい

アイデアが
欲しい依頼したい

・データ⼊⼒
・データチェック
・データ分類

・ＨＰ制作
・アプリ開発
・翻訳

・ロゴ制作
・デザイン
・ネーミング・デ タ分類

・⼝コミ投稿
・アンケート

・翻訳
・コンサルティング

etc

ネ ミング
・コピー

etc
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etc



Job依頼タイプ

業務にあわせて、最適なJobの進め⽅のしくみがあります。

仕事のやり⽅を
提案する

仕事をすぐに
実施する

完成品を
提⽰する

Webデザイン、ホームページ制作、
アプリ開発、翻訳、コンサルティングなど

データの⼊⼒・チェック・分類や
⼝コミ投稿、アンケートなど

ロゴ、バナー、アイコン、ネーミング、
コピーライティングなど
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ア 開発、翻訳、 ティ グな ミ投稿、ア トな ライティ グな

ご利⽤ステップ

Step.1
ユーザ登録

Step.2
Jobエントリ

Step.3
契約ユーザ登録 Jobエントリ 契約

》 提案管理 》 契約管理

Step 4 Step 5 Step 6Step.4
納品・検収

Step.5
報酬受取

Step.6
評価

》 ワークプレイス 》 報酬管理 》 実績管理
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で活躍しているコワーカー事例
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① 20代⼥性Ｓさん

ディベロッパになるべく、
⾃ら勉強⾃ら勉強。

デザイン、コーディング、デザイン、コ ディング、
テストなどを多数を担当し、
実績を積む。

その後、Web制作会社の
採⽤⾯接を受け採⽤⾯接を受け、
在宅形態での正社員雇⽤に。

現在もWeb制作会社での
本業の時間が空いている際は、

24

Job-Hubで業務受託し活躍中



② 30代男性Ｏさん

⽇本でWeb、パッケージ、
紙⾯など様々なデザインの紙⾯など様々なデザインの
業務経験を重ねる。

その後、オーストラリアへ
わたり、現在も在住。

センスの⾼い
オリジナルのデザインからオリジナルのデザインから、
デザインカスタマイズまで
幅広く対応幅広く対応

リピートJob多数。
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③ 30代⼥性Jさん

⽇本で⾼名なデザイナー事務
所に勤務した後、バンコクで所に勤務した後、バンコクで
プロダクトデザインを⾏い、
その後、バンクーバーでWeb
デザイ を学ぶデザインを学ぶ。
現在、地元⿃取県在住。

地域振興、⽂化交流の視点か
ら⾃治体/企業のリーフレッら⾃治体/企業のリ フレッ
ト作成や記念品デザイン、
会社ロゴなどを制作。

個⼈活動として、舞台の演出
や個展などもひらき ワーク
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や個展などもひらき、ワーク
ライフバランスを実践。



④ 40代男性Ｍさん

⾦融機関でシステム開発設計
業務の実務を重ねた後、派遣業務の実務を重ねた後、派遣
社員として、多数のプロジェ
クトマネジメントを実施。

その後、個⼈事業主として
システム設計 運営改善システム設計、運営改善、
ＢＰＯコンサルティングなど
に従事。に従事。

現在は、法⼈設⽴し、ＩＴコ
ミ ケ シ ンツ ルを駆ミュニケーションツールを駆
使し、遠隔企業もサポートす
るなど ロケーション問わず
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るなど、ロケーション問わず
全国で活躍中。

⑤ 30代⼥性Ｕさん

和歌⼭県在住。

DTPの勉強をした後、
Job-Hubに登録。Job Hubに登録。

ガイドラインに沿って、
デザ看板のデザインなどを⾏う

業務の主要メンバとして活躍。

ECに興味があるとのことから、
EC事業者のカスタマーサポーEC事業者のカスタマ サポ
ト業務のオファーを受け、
現在EC運営⽀援を

額 定契約 実施中
28

⽉額固定契約で実施中。



⑥ 20代⼥性Ｋさん

神奈川県在住。

前職のブライダル企画会社で
Web担当をしていた経験をWeb担当をしていた経験を
活かし、Job-Hubでアイコン
制作やバナー制作を受託。

カスタマーサポート業務や
プロジェクトＳＶをプロジェクトＳＶを
認定ワーカーとして実施。

現在は東京でデザイン企画会
社に正社員として就職。
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上⼿上⼿に
仕事を請ける
ポイント



仕事を請けるポイント

1
プロフィールを

1
プロフィールを

2
希望Jobカテゴリを

2
希望Jobカテゴリをプロフィ ルを

できるだけ書く
プロフィ ルを
できるだけ書く

希望Jobカテゴリを
登録する
希望Jobカテゴリを
登録する
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信⽤度をあげる

3
信⽤度をあげる

4
軽い実績をつくる

4
軽い実績をつくる

555
仕事の進め⽅を
具体的に書く

5
仕事の進め⽅を
具体的に書く

6
ラフ案を提⽰する

6
ラフ案を提⽰する
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具体的に書く具体的に書く

「はたらく」をもっと⾃由に

現在の会社と⼈を結びつける現在の会社と⼈を結びつける
「雇⽤」という粒度から

タスクとタレントを結びつけるタスクとタレントを結びつける
「Job」という粒度でとらえ

仕事を適切なサイズで
適切な時に⾏えるようにします



「はたらく」をもっと⾃由に

相談やアドバイス
コラボレーションができる

環境をつくり
ひとりの能⼒だけではひとりの能⼒だけでは

⾜りない時には他に声をかけ
協働することができる協働することができる

しくみを提供していきます

お問合せ先

パソナテック 新規事業推進室パソナテック 新規事業推進室
Job-Hubデスク

hello@Jobhub.jphello@Jobhub.jp

http://jobhub.jp
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