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株式会社クラウドワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田浩一郎 以下 クラウドワークス）は、株式会社アイス

タイル （本社 ：東京都港区、代表取締役社長 兼 ＣＥＯ：吉松徹郎、証券コード ：3660）の連結子会社である株式会社アイスタイ

ルキャリア (本社：東京都港区、代表取締役社長：辻堂 篤 以下 アイスタイルキャリア)、株式会社スクー（本社:東京都渋谷区 

代表取締役社長：森健志郎 以下 スクー）と共同で女性のためのキャリアイベント「ワークスタイルスイッチ ～今からはじめる

デザイナーという生き方～」を 12月 5日（月）に開催いたします。 

経済産業省が 2015 年に発表した『IT 人材を巡る現状について』によれば、IT 業界／通信業の転職求人倍率が 2.０倍を超え、

高水準で推移しております。特に、インターネット業界の転職求人倍率は 2013 年 7 月段階で 5.1 倍となっており（※1）IT 人材

への人材流動は今後も盛んになっていくことが想定されます。また、IT 業界／通信業領域のWeb ビジネスにおける事業発展に伴

い、より良い人材の確保は、今後も各企業にとって重要課題の一つとなることが予想されます。このような状況に際してアイスタ

イルキャリアでは、従来の IT 業界に特化したリクルーティングサービスを強みとしてきたように、業界内の人材流動を促進するこ

とだけでなく、他業界からの人材流入を活性化させることこそが、その課題解決に有効であると考えています。 アイスタイルキ

ャリアでは 「IT×女性」に特化した転職  求人サイト 『Vita by ＠ｃｏｓｍｅ（ヴィータ バイ アットコスメ）』を 2016 年 8 月に

リリースし、女性の IT 業界への転身をお手伝いしています。 

 2016 年 12 月 5日に開催するイベントは、「“働く”を通して人々に笑顔を」をミッションにクラウドソーシングサービスを運営

するクラウドワークス、 「多くの女性に IT 業界で働く魅力を知ってほしい」という女性の IT 業界へのキャリアチェンジ キャリア

アップを支援するアイスタイルキャリア、「Web 業界で働くためのオンライン学習動画サービス「Schoo」を運営する株式スクー

と共同で開催いたします。 

本イベントでは、 「自分らしいワークスタイルを実現する“Web デザイナー”というキャリアの選択」をテーマに、@cosme 創業

者 山田メユミがモデレーターとなり、Web デザイナーの仕事内容や、Web デザイナーとして働くライフスタイルについて株式

会社アイスタイル所属のデザイナー、株式会社クラウドワークスでフリーランスとして活躍するデザイナーと共にトークセッショ

ンを行います。その他、オンライン動画学習サービス「Schoo(スクー)」で活躍中のプロデザイナーである本末英樹氏（オロちゃ

ん先生）がweb サイト制作の流れを参加者に指導する体験型セミナーも開催。現在Web IT 業界に従事されていない方でも、実

際の iOS／Android アプリ Web サイトが出来るまでをワークショップ形式で体験することが可能です。 

 本イベントを通じて、3社の強みである人材 教育 仕事の観点から、IT 業界における女性の社会進出を支援してまいります。 

（※１）：『IT 人材を巡る現状について』経済産業省 情報処理振興課（2015 年 1 月）

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/001_04_01.pdf 

 

【イベント概要】 

日時：2016 年 12 月 5日（月）19：00～21：00 

場所：株式会社クラウドワークス本社 MixLab（東京都渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階） 

参加費：無料 

URL：http://www.cosme.net/versatile/workstyleswitch 

アイスタイルキャリア × Schoo × クラウドワークス 主催 女性のためのキャリアイベント！ 

「ワークスタイルスイッチ ～今からはじめるデザイナーという生き方～」を 12 月 5 日（月）開催 

2016 年 11 月 28 日 
株式会社クラウドワークス 
株式会社アイスタイルキャリア 
株式会社スクー 

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/001_04_01.pdf
http://www.cosme.net/versatile/workstyleswitch


■プログラム 

コンテンツ①：アイスタイル共同創業者・山田メユミ × 女性 web デザイナー トークセッション 

～自分らしいワークスタイルを実現する"web デザイナー"というキャリアの選択～ 

IT 業界でキャリアを積んできた女性の一人である＠ｃｏｓｍｅ創立者 山田メユミがモデレーターとなり、現役女性web デザイ

ナーとトークセッションを行います。web デザイナーとして働く魅力はもちろん、それぞれのライフスタイルに合わせた働きかた

を実践している先輩web デザイナーの生の声を聞くことができます。 

 

＜登壇者＞ 

・モデレーター 山田メユミ 

1995 年東京理科大学生物工学部卒。1999 年、アイスタイルを創業。取締役としてサイトの企画運営や新規事業立上げ等に従事。

株式会社アイスタイル取締役。2016 年 3 月、未経験女性のスキルアップを支援し、美容のデジタルコンテンツ制作のプロフェッ

ショナルを養成する株式会社 IS パートナーズを設立。現在、千葉県流山市周辺の主婦を中心に約 20 名を採用し、ライティングや

サイト運営のプロを目指して活動している。プライベートでは 3歳男児、1歳女児のママ。 

 

・＠ｃｏｓｍｅ クリエイティブディレクター 平岡 芳菜 

専門学校時代にグラフィックデザインを学び、並行して独学でweb デザインを習得。卒業後は制作会社にて 9年間勤務。大手広告

代理店から官公庁関連まで幅広いweb サイト制作  グラフィックデザイン業務に携わった後、2015 年アイスタイル入社。現在は

＠ｃｏｓｍｅのサービスである「＠ｃｏｓｍｅお店ガイド」「ブランドファンクラブ」の他、クライアント向け管理画面などのUI

設計や開発を担当。デザインのみならず、運用ディレクター、コンテンツ製作まで幅広い業務経験を持つ。 

 

・クラウドワーカー 加藤若菜 

システムエンジニア、コンテンツディレクター、広告代理店での勤務を経て 2013 年に独立したフリーランスWeb コーディネータ

ー。「お客様の頭の中にあるアイデアの具現化」をテーマに、Web サイトの企画 設計からデザイン 構築を行うほか、広告代理

店での経験を活かしたランディングページの制作、商品開発や EC運営経験を活かしたネットショップコンサルなど幅広い業務で

活動。仕事の大半をクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」を通じて受注しており、2015 年 3 月には「クラウドワー

クス デザイナー オブ ザ イヤー」を受賞。 

 

・クラウドワーカー 出口友梨 

1985 年生まれ。1歳男児を育児中のWEBデザイナー。フリーランス 3年目。結婚を機に退職し、妊娠中に独学でWEBデザイン

を習得。クラウドソーシングを活用して、子育て中のスキマ時間を仕事に充てている。主に企業のWEBサイトや、CMSカスタマ

イズなどを請け負っており、会社員時代より多くの収入を得ている。育児と仕事の両立をテーマによりよい働き方を模索している。 

 

コンテンツ②：Web デザイナー体験ワークショップ～＠ｃｏｓｍｅのキャンペーンページを考えよう～ 

オンライン動画学習サービス 「Schoo(スクー)」にて、活躍中のプロデザイナーである本末英樹先生 （オロちゃん先生）がweb サ

イト アプリ制作の流れをレッスン。グループワーク形式で＠ｃｏｓｍｅのキャンペーンページ制作のプロセスを追体験いただき

ます。普段みなさんが目にし、利用しているサイトはどのように作られているのかを学べるweb デザイン超初心者向けのワークシ

ョップです。みなさんが考えたコンセプトが未来の＠ｃｏｓｍｅをつくるかも！？ 

＜登壇者＞ 

・本末英樹 先生 

1984 年生まれ、大阪成蹊大学芸術学部情報デザイン学科卒業。Web 制作会社を数社経て独立、フリーランスのUI デザイナーと

して、Web サイトやアプリケーションの企画 デザイン フロントエンドプログラミングまで行う。Web の学校クスールや企業

で講師も務める通称『オロちゃん先生』。デザインの現場で働いているからこそ教えられるポイントをお教えします。 

（Web サイト：http://oronain.com） 

http://oronain.com/


【主催】 

■株式会社クラウドワークス 

クラウドワークスは、「“働く”を通して人々に笑顔を」をミッションに、インターネットで仕事を受発注することができる日本最大

級のクラウドソーシングサービス 「クラウドワークス （https://crowdworks.jp/）」を展開しています。2016 年 11 月現在、登録

ユーザーは 109 万人、クライアント数は上場企業をはじめ 14 万社に達し、内閣府 経産省 国交省 外務省 総務省 環境省 

農水省  厚生労働省  文部科学省の政府 9府省を筆頭に、40 以上の行政関連団体にも利用されています。2014 年 12月 東証マザ

ーズ上場 【証券コード 3900】。日経ビジネス 「日本を救う次世代ベンチャー100」選出、2015 年には経済産業省 第 1回 「日本ベ

ンチャー大賞」ワークスタイル革新賞（審査委員会特別賞）受賞、2015 年度グッドデザイン 未来づくりデザイン賞 受賞。「ク

ラウドワークス」を通じて企業に柔軟な人材活用の選択肢を提供するとともに、仕事 教育 社会保障の提供を通じて、個人で働

く人々が多様な働き方を自由に選択できる新しい時代の働くインフラの構築に取り組んでいます。 

 

■株式会社アイスタイルキャリア 

所在地： 〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

設 立： 2015 年 7月 1日 

資本金：5,050 万円 

代表者： 代表取締役社長 辻堂 篤 

事業内容：化粧品 美容業界専門の求人サイトアットコスメキャリアの運営、一般労働者派遣事業（許可番号 般 13-306052）、

有料職業紹介事業（許可番号 13-ユ-307240）、企業向け研修事業 

 

■株式会社スクー 

株式会社 Schoo が 2012 年から運営している、Web 業界で働くためのオンライン動画学習サービス。プログラミングやWeb デザ

インといった IT 領域や、マーケティングやビジネス英語等、仕事に活きるさまざまな知識やスキルが身につくコンテンツを提供。

ほぼ毎日生放送で授業を配信しており、受講生同士や先生とのコミュニケーションを通じて、双方向での学習体験ができます。こ

れまでに放送した2,800本以上の授業は録画授業として公開。録画授業見放題の 「プレミアムプラン （980円／月、iOS及びAndroid

アプリ 1,080 円／月）といった有料プランや、プロの個別サポートで確かなスキル習得を目指す 「マスタープラン （78,000 円～）

を提供。また法人向けプレミアムサービスとして「ビジネスプラン」、「マスタープラン for Business」を提供しています。現在の

会員数は約 24 万人（2016 年 9 月末時点） 

 

【本件に関するお問い合わせ先】  

株式会社クラウドワークス 広報担当：稲増 石山 

Email：info@crowdworks.co.jp 電話：03-6450-2926 

https://crowdworks.jp/

