
厚⽣生労働省省    在宅宅就業者総合⽀支援事業

「⾃自分らしい働き⽅方発⾒見見セミナー」

STEP2  在宅宅ワークの仕事の⾒見見つけ⽅方

株式会社クラウドワークス 　代表取締役社⻑⾧長  兼  CEO 　吉⽥田  浩⼀一郎郎

　 　 



「クラウドソーシング」

ってご存知でしょうか？



crowd    sourcing

群衆   　   　委託



インターネット上で
不不特定多数の⼈人々を募って
仕事を発注するサービス



 　要は、

 　①会ったこと無い⼈人に
 　②⾮非対⾯面のままで

 　発注するお話です。



Web開発 写真素材 クリエイティブ

翻訳 マイクロタスク

国内外で多数のサービスが⽴立立ち上がっています



アメリカでは

「oDesk」
「Elance」
「Freelancer」

が有名



  oDeskにおける取引⾼高

⽉月間約22億円
（前年年⽐比92％成⻑⾧長）

年年間約270億円



PHP,HTML,MySQLなど
ウェブの仕事をクラウドソーシング
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  3年年連続70〜～90％成⻑⾧長！

毎⽉月約200万時間を
クラウドソーシング！
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oDeskに登録されている仕事の内容（Workload）

As  Needed :  <  10  hrs/week   　    (10,051)

Part  Time :  10-‐‑‒30  hrs/week            (8,860)

Full  Time   :  30+  hrs/week   　 　(28,059)

実に案件の約６０％がFull  Time  job
（しかも⼀一度度もお会いしていない⼈人）

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（2012年年5⽉月22⽇日現在）



 　リクルートワークス研究所

『2020年年の「働く」を展望する 　成熟期のパラダイムシフト』
（2011年年10⽉月11⽇日発⾏行行）

『⼈人材マーケット予測２０１５』（2005年年3⽉月30⽇日発⾏行行）
『雇⽤用の現状_̲年年刊版2012年年』（2012年年6⽉月28⽇日発⾏行行）

より抜粋
URL：
http://www.works-‐‑‒i.com/?
action=pages_̲view_̲main&active_̲action=repository_̲view_̲main_̲item_̲detail&item_̲id=9
23&item_̲no=1&page_̲id=17&block_̲id=302

http://www.works-‐‑‒i.com/?
action=pages_̲view_̲main&active_̲action=repository_̲view_̲main_̲item_̲detail&item_̲id=4
96&item_̲no=1&page_̲id=17&block_̲id=302

http://www.works-‐‑‒i.com/?
action=pages_̲view_̲main&active_̲action=repository_̲view_̲main_̲item_̲detail&item_̲id=1
000&item_̲no=1&page_̲id=17&block_̲id=302



2020年年
情報・サービス業従事者

が
3098万⼈人

全就業者の半数へ





2015年年
正社員⽐比率率率は45.2％へ





仕事の掛け持ちや
クラウドソーシングが

加速





ミッション（理理念念）

２１世紀の新しいワークスタイルを提供する

〜～個の⼒力力を最⼤大限活性化し、社会の発展と個⼈人の幸せに貢献をする〜～



 　 　⽇日本初の本格的なクラウドソーシングとして現在急成⻑⾧長中、
 　 　 　 　 　⽇日本最⼤大級のお仕事マッチングサイトです。

  サービス開始：2012年年3⽉月〜～

  開始後6ヶ⽉月間で投稿された
  案件予算総額：6億円突破※１

  クライアント数：2,000社突破※１

  発注リピート率率率：44％※2

  登録メンバー数：6,000名突破※1  

 　 　※１  2012年年10⽉月1⽇日段階  
 　 　 　 　 　 　  案件予算総額は、時給制と固定報酬制の累累計額。時給制は1週間分の上限予算の累累計。固定報酬制は上限予算額の累累計。
 　 　 　 　
 　 　 　 　※２  2012年年7⽉月18⽇日「クラウドソーシングの動向調査 　〜～案件総額3億円を突破」プレスリリース段階

　　　 　19 

  クラウドワークスのご紹介  ①
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  クラウドワークスのご紹介  ②

    【クライアント社名リスト（※⼀一部抜粋）】
 　   　クラウドワークスは上場企業を始めとして2000社以上の登録がございます。
■上場企業・⼤大⼿手企業（※⼀一部抜粋） 　

■ベンチャー企業など（※⼀一部抜粋、株式会社表記省省略略。ベンチャー企業は利利⽤用頻度度が⾼高い傾向）
KBMJi 　フォトクリエイト 　Akatsuki  Inc. 　GMOメイクショップ 　GMOメディア 　Trippiece 　あたまソフト 　奇兵隊
アマナイメージズ 　オーセンスグループ 　カタリズム 　グルメイノベーション 　コイニー 　コーチ・ユナイテッド 　三三 　
コデアル 　ゴマブックス 　コミュニティファクトリー 　コンテンツワークス 　ザワット 　スターフェスティバル 　⼿手嶋屋
スパイシーソフト 　ビルコム 　ホットティー 　ユニークビジョン 　ラクスル 　Amazia 　DMM.comラボ 　FrogApps 　g&h 　
gooya 　J－Payment 　KOYONPLETE 　RAWHIDE. 　アクサスコンサルティングジャパン 　アルベルト 　ウィルゲート 　
ギブリー 　ギャプライズ 　グッドパッチ 　サイバーエージェント・ベンチャーズ 　じげん 　ジモティー 　桜丘製作所
スポーツITソリューション 　スマートエデュケーション 　セプテーニ・ベンチャーズ 　ゼロスタート 　リアルワールド
パクレゼルヴ 　ビジョナリー・ファン 　ピチカートデザイン 　ビットセラー 　フィールド＆マウンテン 　ディバータ
フューチャースコープ  ベーシック  マインドパレット  ミスタータディ  モバイルファクトリー  富⼠士⼭山マガジンサービス  
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　他多数
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  クラウドワークスのご紹介  ③

    【メディア掲載 　新聞／ラジオ／ウェブ  】
 　「⼥女女性の新しい働き⽅方を⽀支援する」「地域活性化」などの切切り⼝口で、
 　ワールドビジネスサテライトや⽇日経新聞など多数のメディアで取材頂いています。
 　  ■新聞
 　 　⽇日本経済新聞 　２０１１年年１２⽉月２６⽇日
 　 　 　 　 　 　 　 　 　２０１２年年 　９⽉月１２⽇日
 　 　⽇日経産業新聞 　２０１２年年 　３⽉月２１⽇日
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　５⽉月１４⽇日
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　７⽉月１８⽇日
 　 　朝⽇日新聞 　 　 　２０１２年年 　５⽉月１０⽇日

■ラジオ
 　 　TBSラジオ「森本毅郎郎・スタンバイ！」

■ウェブ媒体
 　 　⽇日経BPネット 　 　 　 　  asahi.com
 　 　ITPro 　 　 　 　 　 　 　 　エンジニアtype
 　 　TechCrunch  Japan 　 　CNET  Japan
 　 　TechWave 　 　 　 　 　 　Venture  Now
 　 　インターネットコム 　 　GameBusiness.jp 　など多数 　 　 　 　

２０１２年年９⽉月８⽇日
  ⽇日本経済新聞  本紙  
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  クラウドワークスのご紹介  ④

    【メディア掲載 　TV  ／  雑誌】
 　⽇日経ビジネス「⽇日本を救う次世代ベンチャー１００」に選出されたほか、
 　TV東京系列列「ワールドビジネスサテライト」などでも特集頂いています。 　  

⽇日経ビジネス 　１０⽉月８⽇日号
「⽇日本を救う次世代ベンチャー１００」

に選出されました

TV東京系列列
「ワールドビジネスサテライト」

２０１２年年６⽉月４⽇日
「IT⼈人材は地⽅方で探せ」
で特集いただきました
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  クラウドワークスのご紹介  ④

    【⾏行行政・⼤大学などとの連携】
 　「⼥女女性の新しい働き⽅方を⽀支援する」「地域活性化」の実現のために、
 　 　岐⾩阜県などの⾏行行政機関や⼤大学を始めとして連携を積極的に⾏行行なっております。
 　  

「ビジネスショウ九州2012」
主催：福岡商⼯工会議所 　など
後援：福岡県、佐賀県、⻑⾧長崎県
 　 　 　熊本県、⼤大分県、宮崎県
 　 　 　⿅鹿鹿児島県、沖縄県 　など

 　にて基調講演として登壇

岐⾩阜県と提携を発表

「⾸首都圏の仕事を岐⾩阜県へ」

⼀一⼈人親就業⽀支援や在宅宅就業について
⽀支援を企画中

慶応義塾⼤大学  環境情報学部⻑⾧長
村井  純先⽣生との対談

⾃自動⾞車車産業の発達を例例に、
新しい産業が社会に浸透する過程を
お話いただきました。

 　 　 　 　



　　　 　24 

  クラウドワークスのご紹介  ⑤

    【会社概要】
 　  クラウドワークスは、上場企業役員経験者が主体となって経営しております。
 　  その将来性を評価頂き、伊藤忠商事グループ・サイバーエージェントグループが
 　  出資を⾏行行い、経営の⽀支援を頂いております。

 　  ■社名 　 　： 　株式会社クラウドワークス
■資本⾦金金 　： 　1億4200万円（資本準備⾦金金1億円 　2012年年10⽉月8⽇日現在）

■住所 　 　： 　東京都港区⾚赤坂8−5−26 　⾚赤坂DSビル3階  

■代表者 　： 　代表取締役社⻑⾧長 　吉⽥田  浩⼀一郎郎

■事業 　 　： 　クラウドソーシングサービス
 　 　 　 　 　 　 　（インターネットでのお仕事マッチングサイト「クラウドワークス」の運営）

■株主 　 　： 　役職員
 　 　 　 　 　 　 　伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
 　 　 　 　 　 　 　株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ
 　 　 　 　 　 　 　松崎良良太    [  元楽天（株）執⾏行行役員 　株式会社クラウドワークス社外取締役  ]
 　 　 　 　 　 　 　⼩小澤隆⽣生    [  元楽天（株）執⾏行行役員 　現Yahoo!インベストメント取締役  ]
 　 　 　 　 　 　 　他
 　 　 　 　 　 　 　



投稿されるお仕事の事例例集（※⼀一部抜粋）
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  投稿されるお仕事の事例例集（※⼀一部抜粋）

クラウドワークスは発注者の利利⽤用料料が０円という画期的なビジネスモデル
 　を背景に、上場企業を始めとして2000社以上の企業がご利利⽤用中です。
その実際に投稿されているお仕事の事例例を次項よりご紹介いたします。
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  投稿されるお仕事の事例例集（※⼀一部抜粋）  補⾜足

 　■お仕事の事例例集は、クラウドワークスで投稿された６億円の案件のうち、
 　 　実際に成約（発注）された案件の中から⼀一部抜粋された事例例になります。
 　 　つきましては表記されている⾦金金額も実際の発注⾦金金額となります。
 　 　その他多数の事例例がございますが代表的な例例としてご覧ください。
 　 　※44,444円などの並び表記がございますが、
 　 　 　 　これは予算40,000円+クラウドワークスの⼿手数料料10%で発注された⾦金金額となります。

 　■クラウドワークスは「エンジニア・デザイナーのクラウドソーシング」
 　 　というコンセプトでプロモーションを掛けていますので、
 　 　ライティングや事務作業などのお仕事は注⼒力力して集めておりません。
 　 　その中でもこれだけの案件が集まっております。
 　 　
 　 　現在、主婦層をユーザーとする上場企業との提携が幾つか進⾏行行中でございますので、
 　 　既存のクライアント2,000社の中からライティングや事務作業などのお仕事が
 　 　さらに投稿されると予想されております。

 　■ステルスマーケティングなど反社会的業務の排除の徹底を⾏行行なっております。

 　 　 　-‐‑‒  消費者庁平成24年年5⽉月9⽇日発表資料料を参考
 　 　 　 　「インターネット消費者取引に係る広告表⽰示に関する景品表⽰示
 　 　 　 　 　法上の問題点及び留留意事項」の⼀一部改定について  
 　 　 　-‐‑‒  その他、⾵風俗・反社会的勢⼒力力などの業務が発注されないようにする。
 　 　 　 　（現在、クラウドワークスでは既にガイドラインを制定して運営しております。）
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  「投稿されるお仕事の事例例集」⽬目次

   　1.  ライティング  ①

   　2.  ライティング  ②  

   　3.  データ作成／⼊入⼒力力／加⼯工、サイト運営など

   　4.  アイデア、書き起こし、その他作業など

   　5.  ブログ関連作業

   　6.  デザイン（最低限のスキル必要）
         　  バナー／ロゴ作成

   　7.  デザイン（⾼高度度なスキル必要）①  

   　8.  デザイン（⾼高度度なスキル必要）②
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  お仕事を投稿したクライアント社名リスト※⼀一部抜粋

 　   　クラウドワークスは上場企業を始めとして2000社以上の登録がございます。

■上場企業・⼤大⼿手企業（※⼀一部抜粋） 　

■ベンチャー企業など（※⼀一部抜粋、株式会社表記省省略略。ベンチャー企業は利利⽤用頻度度が⾼高いです）
KBMJi 　フォトクリエイト 　Akatsuki  Inc. 　GMOメイクショップ 　GMOメディア 　Trippiece 　あたまソフト 　奇兵隊
アマナイメージズ 　オーセンスグループ 　カタリズム 　グルメイノベーション 　コイニー 　コーチ・ユナイテッド 　三三 　
コデアル 　ゴマブックス 　コミュニティファクトリー 　コンテンツワークス 　ザワット 　スターフェスティバル 　⼿手嶋屋
スパイシーソフト 　ビルコム 　ホットティー 　ユニークビジョン 　ラクスル 　Amazia 　DMM.comラボ 　FrogApps 　g&h 　
gooya 　J－Payment 　KOYONPLETE 　RAWHIDE. 　アクサスコンサルティングジャパン 　アルベルト 　ウィルゲート 　
ギブリー 　ギャプライズ 　グッドパッチ 　サイバーエージェント・ベンチャーズ 　じげん 　ジモティー 　桜丘製作所
スポーツITソリューション 　スマートエデュケーション 　セプテーニ・ベンチャーズ 　ゼロスタート 　リアルワールド
パクレゼルヴ 　ビジョナリー・ファン 　ピチカートデザイン 　ビットセラー 　フィールド＆マウンテン 　ディバータ
フューチャースコープ  ベーシック  マインドパレット  ミスタータディ  モバイルファクトリー  富⼠士⼭山マガジンサービス  
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　他多数
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  1.  ライティング  ①

ライティング  　
 　 案件名 予算
 　 WEBマガジン制作 ¥200,000  
 　 ユーザーインタビューと記事作成など ¥166,666  
 　 コピーライティングと、ランディングページ作成をお願いします。 ¥88,888  
 　 採⽤用サイトに掲載する「エンジニア社員紹介記事」原稿作成（17名分） ¥55,000  
 　 未経験者可のライティングのお仕事 ¥30,000  
 　 恋愛ゲームのシナリオ作成業務 ¥26,000  
 　 【簡単：調べないでＯＫ】プレゼントのオススメ記事のライティング ¥24,000  
 　 【ライター未経験OK】体験レビューサイトのコンテンツ作成 ¥21,133  
 　 未経験者可のライティングのお仕事 ¥20,000  
 　 【フランチャイズに関する広告⽂文】 　フォーマット有 ¥20,000  
 　 ニュースの要約とレビューを書いていただくお仕事 ¥20,000  
 　 英会話教材に関する記事執筆（クローズド案件） ¥17,000  
 　 家具に関する⽤用語集の執筆者を募集 ¥16,000  
 　 【ECサイト】お客様向けメルマガライティング（10⽉月） ¥13,333  
 　 家庭⽤用脱⽑毛器に関する記事の執筆（500⽂文字） ¥12,700  
 　 指定キーワードに対して60〜～100⽂文字の短⽂文作成 ¥12,500  
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  2.  ライティング  ②

ライティング  　
 　 案件名 予算
 　 ECサイトのFAQ（よくある質問）のライティング ¥11,111  
 　 【ライター未経験OK】アプリレビューサイトのコンテンツ作成   ¥11,111  
 　 図付の⽂文書作成依頼 ¥10,000  
 　 【英会話教材のレビュー記事執筆】教材はお貸し致します。 ¥8,000  
 　 恋愛ゲームのシナリオ制作 ¥8,000  
 　 ゲームキャラクターのフレーバーテキスト制作 ¥7,500  
 　 商品説明記事の作成（500字以上） ¥7,500  
 　 ⾰革財布に関する記事の執筆（500⽂文字） ¥5,850  
 　 【初⼼心者可】１記事５００〜～６００字以上のライティングのお仕事です。 ¥5,000  
 　 １記事５００〜～６００字以上のライティングのお仕事です。 ¥5,000  
 　 ５名募集！ 　コミュニティスレッドへの投稿業務 　簡単です！ ¥3,000  
 　 ホームページ掲載の⽂文章作成 ¥2,025  
 　 記事をお渡ししますので、書き直して下さい。（簡単なリライト案件） ¥2,000  
 　 アプリや家電のレビュー記事作成 ¥2,000  
 　 ５００〜～６００字以上の記事作成のお仕事です。 ¥1,500  
 　 脱⽑毛に関する記事の執筆（500⽂文字） ¥1,000  
 　 短い⽂文章で感想を書いていただくレビューライターさんを募集します。 ¥1,000  
 　 ⻭歯科医院様のコラム更更新を毎⽉月でお願いします。 ¥945  
 　 ⽂文章をお渡ししますので、書き直して下さい。 ¥700  
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  3.  データ作成／⼊入⼒力力／加⼯工、サイト運営など

データ作成／⼊入⼒力力／加⼯工  　
 　 案件名 予算
 　 Access（それ以外でも可）ブラウザで操作できる商品管理理システム開発 ¥200,000  
 　 MS  Access2000  で素⼈人がつくった請求書・⽀支払い管理理データーベースを改造 ¥50,000  
 　 Accessの顧客管理理ソフトの改変 ¥30,000  
 　 通販サイト商品データ作成 ¥25,000  
 　 エクセルのマクロの制作 ¥20,000  
 　 ⽶米国IT⼤大⼿手企業の2011年年/2012年年の買収事例例をExcelにまとめてほしいです ¥15,000  
 　 ヤフオクのストア出品者情報の収集 ¥5,556  
 　 シンガポール進出に関する調査(現地のデパート数、⼈人⼝口、平均所得、経済状況のデータ) ¥3,000  
 　 EXCEL 　テキストファイル出⼒力力マクロ作成依頼 ¥3,000  
 　 amazonによるネット販売のデータ⼊入⼒力力業務 ¥2,000  
 　  　  　
サイト運営  　
 　 案件名 予算
 　 Facebookページの運⽤用 ¥55,555  
 　 １０名募集！ 　コミュニティスレッドを管理理いただける⽅方を募集します！ ¥3,000  
 　 ５名募集！ 　コミュニティスレッドへの投稿業務 　簡単です！ ¥3,000  
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  4.  アイデア、書き起こし、その他作業など

アイデア  　
 　 案件名 予算
 　 サイト診断に伴う売り上げ向上案 ¥50,000  
 　 ブログマガジンのネーミング相談 ¥10,000  
 　  　  　
書き起こし  　
 　 案件名 予算
 　 インタビュー⾳音声の書き起こし（24名分） ¥35,000  
 　 【テープ書き起こし】明⽇日21⽇日・22⽇日に対応できる⽅方限定！ ¥20,000  
 　 セミナービデオ書き起こし ¥19,000  
 　 インタビューの⽂文字起こし ¥3,333  
 　  　  　
その他作業  　
 　 案件名 予算
 　 法令令テキストデータへのマーキング ¥200,000  
 　 もっと使いやすいパスワード管理理 ¥120,000  
ソーラーシステムの販促に関するA4の顧客説明資料料（両⾯面）制作 ¥30,000  
法⼈人の確定申告（売上1万円以下） ¥20,000  
筆書き4⽂文字の作成   ¥10,000  
インターネット広告テクノロジーに関する記事翻訳 ¥7,148  

 　 検索索エンジンへの登録代⾏行行 ¥2,888  
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  5.  ブログ関連作業

ブログ関連作業  　
 　 案件名 予算
 　 個⼈人ブログ再構築 ¥50,000  
 　 【ブログの更更新作業】独⾃自ドメインでブログ（ワードプレス）を管理理していますが、   　そのブログの記事の執筆と更更新作業をお願いします。 ¥18,000  
 　 ブログへの投稿作業 ¥15,000  
 　 ブログ更更新のお仕事 ¥10,000  
 　 無料料ブログを開設してください。350個 　10,000円 ¥10,000  
 　 【急募】無料料ブログ83個の開設依頼 ¥8,000  
 　 家具に関するブログ記事執筆者を募集 ¥7,500  
 　 ブログ更更新と記事作成のお仕事 ¥7,222  
 　 【急募】無料料ブログの開設依頼 ¥6,000  
 　 ブログ更更新５０回のお仕事㈰ ¥5,222  
 　 無料料ブログの開設（単純作業で5,000円） ¥5,000  
 　 ブログ更更新３０回＋記事作成×１０のお仕事【20121003】 ¥4,444  
 　 無料料ブログを開設してください。70個前後 　3,000円〜～10,000円 ¥3,333  
 　 当⽅方のブログに記事を投稿してください。（１００ブログ、各１記事ずつ） ¥3,000  
 　 【初⼼心者限定】ブログ更更新を更更新して頂くお仕事です。主婦の⽅方歓迎いたします。 ¥2,155  
 　 【急募】無料料ブログを開設依頼。30個 　2,000円 ¥2,000  
 　 ブログ更更新×２０回のお仕事（20120917） ¥2,000  
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  6.  デザイン（最低限のスキル必要）、バナー／ロゴ作成

デザイン（最低限のスキル必要）  　
 　 案件名 予算
 　 当社のロゴデザイン ¥22,222  
 　 FTPによるデータのアップロードとブログ更更新のお仕事_̲20121010 ¥5,744  
 　 紙媒体のロゴを取り込み 　レタッチ 　修正 　トリミングして 　イラストレーター及びPNGデーターにする作業です。 ¥5,000  
 　 初⼼心者がホームページビルダーで作成したHP（１０⾴頁）のチェックと指導 ¥5,000  
 　 簡単なイラストの作成 ¥2,000  
 　 ⼈人物の写真をもとに、画像にするお仕事です。 ¥1,890  
 　 テキストファイルをHTMLファイル化して頂くお仕事です。 ¥1,666  
 　 簡単！アプリの素材（イラスト）づくり ¥1,400  
 　 簡単！画像のトレース/アプリの素材づくり ¥1,111  
 　 Pdfから画像３２個を切切り出して所定のサイズにして欲しい ¥1,000  
 　 画像をかっこよくしてほしい ¥300  
 　  　  　
バナー／ロゴ作成  　
 　 案件名 予算
 　 MoldSpoon  Inc.のロゴデザイン ¥16,666  
 　 当サイトのバナー作成をお願いします。 ¥10,000  
 　 サービスロゴ作成  (canceled) ¥10,000  
 　 (遠隔地可･サックリ出来ます)スマホ向けテキストバナー100個！(最⼤大18⽂文字*100=1800⽂文字) ¥5,000  
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  7.  デザイン（⾼高度度なスキル必要）①  

デザイン（⾼高度度なスキル必要）  　
 　 案件名 予算
 　 iPhoneアプリのUI設計・デザイン ¥380,000  
 　 miilウェブサイト/ウェブマガジンのデザイン制作 ¥280,000  
 　 SNSサイトのPRページ制作 ¥280,000  
 　 教育系動画の販売⽤用ランディングページ作成 ¥177,776  
 　 【10P程度度です！】美容系⼝口コミサイトのデザイン、html+cssコーディングできる⽅方を募集！ ¥111,111  
 　 Mac（iPhone）⾵風 　ボタン（アイコン）デザイン 　（既存ソフトウェアのボタン類デザイン変更更） 　※要サンプル提出  (canceled) ¥100,000  
 　 弊社運⽤用、既存サイトの「特集ページ 　5ページのデザイン」制作 ¥90,000  
 　 新サービスのランディングページのデザイン制作 ¥88,888  
 　 <当社のLPページ作成> 　 　スキル・経験によっては予算以上でも可能です。 ¥70,000  
 　 ガラケー、スマホサイトのデザイン変更更  (canceled) ¥66,666  
 　 facebookページ制作案件 ¥60,000  
 　 急募！WEBページ作成（3ページ）※素材ファイル有、ページ概要有 ¥50,000  
 　 留留学斡旋会社のパンフレットラフデザイン案の作成 ¥44,444  
 　 ■⼤大⾄至急！古本買取のLPサイト作成 ¥40,000  
 　 「宅宅麺.com」のプロモーション⽤用ランディングページ及びバナーの作成 ¥35,000  
 　 就職・採⽤用⽀支援WEBサービス訴求⽤用リーフレット作成（1P/両⾯面） ¥35,000  
 　 【急募】Webデザイン（３ページ） ¥26,666  
 　 健康・美容⾷食品のサプリメントラベルデザイン ¥23,000  
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  8.  デザイン（⾼高度度なスキル必要）②

デザイン（⾼高度度なスキル必要）  　
 　 案件名 予算
 　 ECジュエリーサイトのページ制作及びHTMLメルマガ制作依頼 ¥22,000  
 　 弊社美容系ポータルサイト 　特集ページWEBデザイン ¥20,000  
 　 地域グルメサイトのデザイン  (canceled) ¥18,666  
 　 パソコンサポート事業のチラシ製作（ブラッシュアップ） ¥18,000  
 　 ウェブサイトパーツデザイン・作成 ¥16,666  
 　 名刺刺デザイン及びロゴ作成のご依頼 ¥15,000  
 　 やまどうぐレンタル屋のパンフレット作成 ¥10,000  
 　 新規事業のチラシ作成（A4⽚片⾯面4⾊色:フルカラー、ランディングページ得意or経験のある⽅方もいいかも？） ¥10,000  
 　 WEBサイトトップページのデザイン修正 ¥10,000  
 　 デザイン加⼯工とパーツ制作 　※素材有り ¥10,000  
 　 年年賀状のデザイン ¥10,000  
 　 登⼭山専⾨門やまっ⼦子のクーポン⼊入りフライヤーの作成 ¥10,000  
 　 POPデザイン ¥8,000  
 　 当社の名刺刺を作ってほしいです。 ¥8,000  
 　 ストッキング商品のパッケージデザイン ¥5,000  
 　 A4サイズ案内状レイアウト 　イラレデータ提出 ¥5,000  
 　 キャラクターステッカー作成 ¥4,666  
 　 DreamWeaverを使⽤用してのＷＥＢデザイン2件 ¥2,000  



お仕事受注のコツを⼀一部公開！
（基本的なポイントだけ）
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  本⼈人確認書類を提出することで受注率率率が２．４倍にアップ

⾮非対⾯面でのお仕事の受注においては、信頼感を持って頂くことが重要です。
クラウドワークスでは任意で本⼈人確認書類を提出しただいていますが、

書類を提出することで２．４倍に受注率率率がアップしています。
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本⼈人確認書類の有無と受注実績との相関
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  ⾃自⼰己PR⽂文は５０⽂文字以上が必須

⾃自⼰己PR⽂文の⻑⾧長さにも⼀一定の相関関係がございます。
５０⽂文字以上と以下では受注率率率に⼤大きな違いが⾒見見られます。

最低でも５０⽂文字以上が望ましいと思われます。
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  スキル登録数は多ければ多いほど良良い

スキル登録数は多ければ多いほど受注率率率が⾼高まっています。
⾮非常に当たり前のことなのですが

スキル登録数は多ければ多いほど良良いということが明確になっています。
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  （デザイナーさんの場合）作品掲載数は多ければ多いほど良良い

作品掲載数も多ければ多いほど受注率率率が⾼高まっています。
発注者としても、作品が複数あることで

信頼感を持ちやすくなることが推測されています。
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   　頑張れば、「７to３」さんのように在宅宅でも活躍できます！

⾮非対⾯面ということでも、信頼感を得るため、案件を取るための努⼒力力には
変わりはありませんが、努⼒力力次第で在宅宅で活躍できる時代になりました！

ぜひ、トライしてみてください！

取材にご協⼒力力頂いた
「７to３」さん、発注者からも感謝されています！

⽇日本経済新聞に掲載された
「７to３」さんの記事



仕事における世界最良良のサービスを⽬目指します！

個⼈人にとって新しい２つのインフラ

仕事 ⽣生活

クラウドワークス Facebook



 　45 

ネットの向こうで様々なクライアントが
皆さまとの出会いを待っています！


