
ローコストで
優秀な

人材を
!

専門業者に依頼するより
大幅にコストを抑えられます。

経験のあるワーカーを選定して
センターが品質管理。
高品質納品を保証します。

仕事量に応じて作業分担するなど
臨機応変に対応します。

一般社団法人 広島テレワーク協会

データ入力　文章入力
プレゼン資料作成
広告メール入力　など

テープ起こし
チラシ・紙面編集
ブログ記事の制作　など

翻訳（英・中・タイなど）
経理代行
マーケティング調査　など

プログラミング　システム開発
CADによる設計・製図
ネットワーク管理　など

★ＩＴパスポート
★Ｐ検
★ＭＯＳ
★簿記
★宅建
★社労士
★建設業経理事務士
★AUTO CAD利用技術者
★3次元CAD
★TOEIC 800点～940点
　　　　　　　　　など

★パソコン検定インストラクターとしてスクールを経営
★議会事務局でのテープ起こし
★画像加工編集（Photoshop・Illustrator使用）
★新聞・情報誌・求人誌の編集
★バナー制作・HP制作（HTML・CSS・ビルダー）
★エンジン設計、衝突実験のシミュレーション作成（AUTO CAD使用）
★建築事務所でのオペレーター（3次元CAD使用）
★会計事務所での公認会計士補佐業務
★貿易会社（船舶部品）での経理事務
★翻訳業務（英語・中国語・タイ語・スペイン語　ほか）　など

イラスト作成
WEBデザイン
印刷物デザイン
グラフィックデザイン　など

保有資格免許 業務経験一例

300名のテレワー
カーが

ちょっとした業務
を

お手伝いします！



一般社団法人 広島テレワーク協会

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ    TEL：082-270-0322

ご発注の流れ

①業務登録 ②発注 ④お支払い③検収

請負業務例 記帳代行 ・経理入力　関連業務

※表示価格は全て税別です

※通常は資料お預かり後 20営業日とさせていただきます。　※会計ソフトを使用する場合は、ライセンス付与をお願いいたします。
※確定申告、年末調整の代行については、別途ご相談とさせていただきます。

参考価格記帳代行 ・証憑整理

請求書

領収書

記帳代行

証憑整理

現金出納帳あり

【20営業日】１仕訳＠70円～
【10営業日】１仕訳＠90円～
～ 100 仕訳   5,000 円 / 月
～ 200 仕訳 10,000 円 / 月　ほか
【20営業日】１仕訳＠40円～
【10営業日】１仕訳＠60円～

資料をお送りいただくだけ！

【ケバ取り】言い間違いや重複発言、言い癖（「あー、」など）を除いて起こします。
【逐語起こし】言い間違いなどはそのまま、倒置直しもせずに起こします。
【ケバ取り整文】言い間違いなどを除き、さらに「です・ます」調に整えます。

※納期は土日祝を除く弊社営業日カウントで、ご注文日から実際の納品日までの日数です。
※内容が非常に高度な場合や音質が芳しくない場合は、別途ご相談とさせていただきます。

参考価格テープ起こし

標準コース
（日本語・ケバ取り）

標準コース
（日本語・逐語起こし）

1分につき＠200 円
（話者表記、納品まで中３日）
1分につき＠400 円
（話者表記、納品まで中４日）

相談内容、セミナー、会議音声など

※60分、話者２名まで、デジタル音源ファイル（.mp3）ご提供の場合

※原本の状態、文字の判読状況などにより価格は変動いたします。

ＤＭ発送代行

リスト・宛名ラベル作成から封入作業、
発送まで一貫してお受け可能です。

参考価格データ入力
顧客名簿の入力

名刺の入力

紙原稿の入力

単項目＠１円～
【例】名前・郵便番号・住所・TEL ４項目セット＠８円～

単項目＠１円～
【例】名前・郵便番号・住所・TEL ４項目セット＠９円～

活字原稿の場合 １文字＠0.2 円～
手書きの場合　 １文字＠0.4 円～

セミナー開催案内なども！
運用可能な
データに！＜紙原稿＞

＜名簿＞

＜名刺＞

＜資料＞

お仕事の登録から業務連絡、納品検収、請求までの一連の取引を
「在宅就業支援システム」内でおこなうことができます！



請負業務例 資料作成 ・ データ化　関連業務

※表示価格は全て税別です

※ページ数や内容の複雑さに応じて価格は変動いたします。　※ページ構成や参考資料、特殊なフォント・画像データはご用意ください。
※イラストはフリー素材を使用します。　※アニメーション、またデザインや加工を要する表紙をご希望の場合は別途ご相談とさせていただきます。

企画書・ﾌﾟﾚｾﾞﾝ資料作成

参考価格

原稿の内容・構成が
明確な場合

原稿の内容・構成が
不明確な場合

１ページ＠2,000 円～
（納品まで１～３週間）
１ページ＠7,000 円～
（納品まで２～４週間）

★文字だけの資料を図解入りのわかりやすい企画書に！
★プレゼン用に原稿からパワーポイントのスライドを作成！
★日本語から英語への翻訳も別途承ります！

【ケバ取り】言い間違いや重複発言、言い癖（「あー、」など）を除いて起こします。
【逐語起こし】言い間違いなどはそのまま、倒置直しもせずに起こします。
【ケバ取り整文】言い間違いなどを除き、さらに「です・ます」調に整えます。

※納期は土日祝を除く弊社営業日カウントで、ご注文日から実際の納品日までの日数です。
※内容が非常に高度な場合や音質が芳しくない場合は、別途ご相談とさせていただきます。

参考価格テープ起こし

標準コース
（日本語・ケバ取り）

標準コース
（日本語・逐語起こし）

1分につき＠200 円
（話者表記、納品まで中３日）
1分につき＠400 円
（話者表記、納品まで中４日）

相談内容、セミナー、会議音声など

※60分、話者２名まで、デジタル音源ファイル（.mp3）ご提供の場合

※原本の状態、文字の判読状況などにより価格は変動いたします。

参考価格データ入力
顧客名簿の入力

名刺の入力

紙原稿の入力

単項目＠１円～
【例】名前・郵便番号・住所・TEL ４項目セット＠８円～

単項目＠１円～
【例】名前・郵便番号・住所・TEL ４項目セット＠９円～

活字原稿の場合 １文字＠0.2 円～
手書きの場合　 １文字＠0.4 円～

運用可能な
データに！

手書き原稿を見栄えのよい資料に！

＜紙原稿＞

＜名簿＞

＜名刺＞

ＤＭ発送代行

リスト・宛名ラベル作成から封入作業、
発送まで一貫してお受け可能です。

セミナー開催案内なども！

＜資料＞

一般社団法人 広島テレワーク協会

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ    TEL：082-270-0322

ご発注の流れ

①業務登録 発注② ④お支払い③検収

お仕事の登録から業務連絡、納品検収、請求までの一連の取引を
「在宅就業支援システム」内でおこなうことができます！



請負業務例 ＥＣサイト / ネットショップ関連業務

参考価格

画像加工処理（メーカーサイトまたは電子カタログからコピーして加工）

画像加工処理（元画像をご提供いただき加工のみ）

データベース作成（HTMLタグあり、電子媒体からコピペ可能な場合）

データベース作成（HTMLタグあり、手入力の場合）

１点　＠300 円～（１～３枚 /点）

１点　＠100 円～（１～３枚 /点）

１点　＠300 円～

１点　＠500 円～

画像切り抜きイメージ

必要な場合はトリミングや色調補正などの画像修正も承ります画像加工

楽天・Yahoo・Amazon・DeNA

商品登録

※画像加工処理：メーカーサイトまたは電子カタログからの 2次加工が必要な場合は別途ご相談となります。
※データベース作成：キャッチコピーや商品説明など電子媒体でご提供いただける場合は１点＠200 円とし、項目数によって別途ご相談となります。

データベース化

★電子媒体からのデータ取得・リスト化

★メーカーサイトや電子カタログからの

　コピーまたは手入力

※表示価格は全て税別です

data1

data2 data3

★オークションサイトへの出品代行

★ショッピングサイトへの商品登録

　などをお引き受けできます

一般社団法人 広島テレワーク協会

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ    TEL：082-270-0322

ご発注の流れ

①業務登録 発注② ④お支払い③検収

お仕事の登録から業務連絡、納品検収、請求までの一連の取引を
「在宅就業支援システム」内でおこなうことができます！



請負業務例 一般事務関連

※表示価格は全て税別です

※原本の状態、文字の判読状況などにより価格は変動いたします。

データ入力
参考価格

顧客名簿の入力

名刺の入力

紙原稿の入力

単項目＠１円～
【例】①名前・郵便番号・住所・TEL /４項目セット＠８円～
　　②名前・郵便番号・住所・TEL・会社名・部署名・
　　役職名・FAX・E-mail・URL /10項目セット@25円～

単項目＠１円～
【例】①名前・郵便番号・住所・TEL /４項目セット＠9円～
　　②名前・郵便番号・住所・TEL・会社名・部署名・
　　役職名・FAX・E-mail・URL /10項目セット@30円～

活字原稿の場合 １文字＠0.2 円～
手書きの場合　 １文字＠0.4 円～

運用可能な
データに！＜紙原稿＞

＜名簿＞

＜名刺＞

ＤＭ発送代行

リスト・宛名ラベル作成から封入作業、発送まで。
チラシ、イラストの作成などもご相談ください。

一貫してお受け可能です！

イベント案内・セミナー開催案内なども！

封入リスト・ラベル作成 発送

ご要望に応じて形式を変え、適切な資料を作成します！
　【ケバ取り】言い間違いや重複発言、言い癖（「あー、」など）を除いて起こします。
　【逐語起こし】言い間違いなどはそのまま、倒置直しもせずに起こします。
　【ケバ取り整文】言い間違いなどを除き、さらに「です・ます」調に整えます。

※納期は土日祝を除く弊社営業日カウントで、ご注文日から実際の納品日までの日数です。
※内容が非常に高度な場合や音質が芳しくない場合は、別途ご相談とさせていただきます。

参考価格テープ起こし

標準コース
（日本語・ケバ取り）

標準コース
（日本語・逐語起こし）

1分につき＠200 円
（話者表記、納品まで中３日）
1分につき＠400 円
（話者表記、納品まで中４日）

標準コース
（日本語・ケバ取り整文）

1分につき＠400 円
（話者表記、納品まで中４日）

講演内容、セミナー、会議音声など

※60分、話者２名まで、デジタル音源ファイル（.mp3）ご提供の場合

MP3

一般社団法人 広島テレワーク協会

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ    TEL：082-270-0322

ご発注の流れ

①業務登録 発注② ④お支払い③検収

お仕事の登録から業務連絡、納品検収、請求までの一連の取引を
「在宅就業支援システム」内でおこなうことができます！



クライアント
（発注）

テレワーカー
（受注）

広島テレワーク協会
（在宅就業支援システム）

ワーカーの選定・仕事の振り分け 進捗管理 納期管理 ワーカーへの振込

お仕事
登録

ワーカー選定
お仕事検索 仕事を

探す

受注発注
発注

検収

振込

請求書発行

入金

作業

納品

修正・確認

ワーカーの選定

作業分担

進捗管理

納期管理

テレワーク　広島

お仕事の登録から業務連絡、納品検収、請求までの一連の取引を
「在宅就業支援システム」内でおこなうことができます！

お問い合わせはお気軽に！
広島テレワーク協会

〒733-0833 広島市西区商工センター7-5-52 4Ｆ　TEL：082-270-0322
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