
株式会社ナビット
ソホリン

SOHO（Small Office ／ Home Office）とは「パソコンなどの情報通信機器を利用して、小さなオフィスや自宅などでビジネスを行っている事業者」

20211110

63,400人の地域特派員が

あなたの会社の手足になります！
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・すべての案件は当社スタッフの管理のもと実施されますので、納期遅延・
連絡が不通になる、などのトラブルはありません。

・当社が販売している各種データベースの作成にも、地域特派員（SOHO会員）
が活躍しています。

株式会社ナビットが運営する「Sohos-Style」は、
全国にお住まいの“地域特派員（SOHO会員）”
がさまざまなお仕事にエントリーすることのでき
るウェブサービスです。

Sohos-Styleとは？ 在宅ワーク・副職探しサイト 「Sohos-Style」

お客様からご依頼いただいたお仕事を
当社スタッフが「Sohos-Style」を通して、
地域特派員（SOHO会員）に指示（アサイン、
差配、進行管理、検品）し、成果物をお客様へ
納品させていただきます。

https://www.sohos-style.jp

クラウドソーシングと地域特派員（SOHO会員）の違い

3

http://www.sohos-style.jp/


全国各地にお住まいのSohos-Style会員です。63,400人（2021年11月現在）
の約77％が30～50代の女性会員となっております。

地域特派員とは？ 地域特派員（SOHO会員）の特徴

地域特派員（SOHO会員）には全国63,400人
が登録しています。
大規模の全国調査、入力、そのエリアに住んで
いる人しか知り得ないような情報収集、また、
エリア特有の販売状況の調査など、
様々なご要望に対応いたします。

調査代行、実地・現地調査と、情報提供、収集
系サービス、ちょっとしたお手伝いや軽い労働
力を提供する作業系サービスがございます。

ITやマーケティング、販売の現場など、
お客様の業務をサポートいたします。
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SOHO LIFE

https://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1443

【分布図】

http://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1443
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地域特派員（SOHO会員）のご紹介

SOHO LIFE https://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1443

お仕事をしている、地域特派員（SOHO会員）のご紹介です。
会員の中には、専門職の経験者も大勢います。
会員のスキル、経験を活かした案件もご相談ください。

河野美紀さん（宮崎県）
元 看護師・保健師

伊藤杏香さん（栃木県）
元 営業職

森田美咲さん（山形県）
元 印刷オペレーター、経理事務

小野智子さん（東京都）
アメリカ留学経験有

村上可澄美さん（愛媛県）
元 医療事務

酒井隆月さん（京都府）
元 事務、服飾関係

山内 瞳さん （愛知県）
元 営業事務、エステティシャン

井尾和美さん（福岡県）
元 テレビ局員

（掲載されている地域特派員（SOHO会員）の情報は、取材を行い掲載許諾済の会員情報となります）

http://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1443


■ 株式会社NTTデータ 様
不動産総合ポータルサイト「HOME4U」掲載の
マンションの写真撮影。
詳しくは ⇒ https://www.sohos-style.jp/blog/?p=752

■ クラリオン株式会社 様
カーナビゲーションの検索機能の中に収録して
いる各地のテレビで放送された店舗情報を調査。
詳しくは ⇒ https://www.sohos-style.jp/blog/?p=1091

■ 楽天株式会社 様
「毎日料理をつくっているあなたに、 毎日使っ

て欲しい楽天レシピ」をキャッチフレーズに毎
日のお役に立つ レシピ投稿サービスを提供。
詳しくは ⇒ http://www.sohos-style.jp/blog/?p=935
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実績のある企業様

お仕事PickUp 過去実績

https://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1394

http://www.sohos-style.jp/blog/?p=752
http://www.sohos-style.jp/blog/?p=1091
http://www.sohos-style.jp/blog/?p=935
http://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1394
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メディアへの掲載事例

過去のメディア掲載実績 https://www.navit-j.com/press/

■ NHK総合テレビ 「Bizプラス」
■ テレビ朝日 「モーニングバード」
■ 読売テレビ 「ZIP！」
■ NHK教育 「Good Job！会社の星」

■ TBSテレビ 「白熱ライブビビット」
■ NHK 「くらし☆解説」
■ フジテレビ 「バイキング」
■ テレビ東京 「L4YOUプラス」 ほか

■ 読売新聞 ■ 夕刊フジ ■ 日本経済新聞 ■ The Japan News ほか

https://www.navit-j.com/press/
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地域特派員（SOHO会員）お仕事差配管理画面

Sohos-Styleでは、会員の管理、お仕事の募集、採用を管理画面を通して
一元管理しています。

■会員管理

■お仕事管理

（検品管理、報酬付与もこちらの管理ページで行います）



サービス一覧 こんなことに対応いたします
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調査系サービス

●写真撮影代行(P10) ●価格調査・覆面調査(P12) ●取材・原稿作成(P14)
●空き家調査(P16) ●空き家オーナーリスト(P16)

情報提供・収集系サービス

●モニターサービス(P17) ●アンケート(P20) 
●グループインタビュー(P22) ●Webユーザビリテチェックサービス(P24)
●1000人アンケート(P26) ●Web調査(P27) 

全国エリアで対応、かゆいところに手が届く、フィールド調査

新商品、サービスの企画、マーケティングの情報収集など。
主婦層、女性会員ならではの視点で情報を収集、提供いたします。

作業系サービス

●データ入力代行サービス(P28) ●チラシ・新聞収集サービス(P30)
●軽作業請負サービス(P32) ●展示会名刺収集サービス(P33) 
●ラウンダー業務サービス(P34)

軽作業や、ポスティング、サンプリングなど、
ちょっとしたお手伝いや軽い労働などの作業を請け負います。



撮影対象が各地に点在しているなど、管理コストにお困りのお客様へ
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調査系1 写真撮影代行サービス

不動産物件や風景、ご指定箇所の定点観測などの
撮影代行サービスです。
実地調査と組み合わせて利用できる人気の調査プランです。
全国各地、ご指定の施設や物件の撮影を行います。

物件撮影 親子でイベント撮影 定点観測の撮影

単なる写真撮影だけではなく、
その地域の人しか知らないような
ニッチな情報までお届けいたします。

地域特派員（SOHO会員）の多くは
主婦のため、休日に家族でイベント
に参加し、感想を記載します。

北海道から沖縄まで、その時期の紅葉
・開花タイミングで撮影します。

●こんな課題をお持ちのお客様に
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【クライアント】 大手不動産情報サービス事業者さま
【案件概要】 指定の駅および駅から1,200ｍ以内の

10施設の写真撮影
【実施エリア】 東京都23区内の500駅
【実施期間】 4か月
【動員数】 30名
【ご納品物】 画像データ（jpeg）と、そのリスト（Excel）約5,000件（ご参考）
【予算感】 ￥3,400,000～

調査系1 写真撮影代行サービス

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 実施期間 件数 受注価格
指定マンション周辺の公共施設・飲食店などのピック
アップを行い、マンションからの距離を計測し、現地に
て写真を撮影

首都圏 約10名 2ヶ月 約30件 ¥250,000

全国110の指定駅周辺の8スポット（スーパー、公共施
設、自然等）の写真撮影 全国 30名 1ヶ月 約2640枚 ¥1,000,000

全国のビル・マンションの建築現場に行き、現場写真、
看板写真（建築のお知らせ看板など）の写真撮影、また
看板の内容のデータ入力

全国 150名 9ヶ月 約1万カ所 ¥5,000／件

※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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調査系2 価格調査・覆面調査

地域特派員が実店舗や現場に訪問し、店舗スタッフの接客や
競合会社の提供サービス、価格について調査・レポートいたします。

現地へ調査員を派遣し、競合店の価格調査、突発キャンペーンなど、
競合動向を把握する、マーケティング調査の強い味方です。

サービスの企画段階に。主婦目線での調査もいたします。
●こんな課題をお持ちのお客様に
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【クライアント】 マーケティング事業者さま
【案件概要】 指定店舗にて下着の購入を行い、その際の

接客対応を調査
【実施エリア】 大阪市内の2店舗
【実施期間】 3月、9月中の指定の3日間
【ご納品物】 調査アンケート（Excel）

エビデンスとして、購入商品の画像データ（jpeg）とそのレシート
【予算感】 ￥170,000～

調査系2 価格調査・覆面調査

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 実施期間 受注価格
指定店舗（ドラッグストアチェーン）に出向き、指定商品の陳列状
態、POP、価格を確認。売り場の写真を撮影（10商品×45店
舗）

千葉・神奈川・福岡
大分・熊本・鹿児島 40名 1ヶ月 ¥247,500

指定店舗（コンビニエンスストア）に出向き、指定カテゴリの棚
数・種類最安値・最高値を確認（80カテゴリ×5店舗） 東京 5名 2週間 ¥350,000

指定店舗（中古本販売チェーン）に出向き、DVDの価格とタイト
ルを確認（100商品×7店舗） 新潟 5名 2週間 ¥200,000

指定店舗（コンビニエンスストア）に出向き、キャンペーン商品の
陳列が指定通りになっているかを確認（1商品×500店舗） 全国 40名 5日間 ¥800,000

※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。



14

調査系3 取材・原稿作成

SOHO会員が施設や店舗に取材に行き、
記事を作成するサービスです。

SOHO会員ならではの、消費者目線、
主婦目線の取材・記事をリーズナブル
にご提供いたします。

コンテンツマーケティングにお困りの
地域情報、店舗情報、不動産情報などのポータルサイト運営企業さま

ナビットデータベースと連携

「法人電話帳データ」「医療施設データ」のような
当社のDB商材をご活用いただくと、取材先の網羅率も担保できるなど、
より効率的・効果的なコンテンツ作成が行えます。

●こんな課題をお持ちのお客様に
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【クライアント】 出版・デジタルコンテンツ事業者さま
【案件概要】 Webサイトへテーマに沿ったお気に入りのお店や食品

ベスト３の投稿
（10,000件）

【実施エリア】 東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、
大阪、福岡、札幌、広島、宮城

【実施期間】 約1ヶ月
【動員数】 300名
【ご納品物】 「SOHO ID」「ニックネーム」「カキコミ件数」

を取りまとめたエクセルファイル
【予算感】 ￥720,000～

調査系3 取材・原稿作成

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 件数 実施期間 受注価格
指定店舗（2店舗の取材）、原稿作成（200文字程度）、写真
撮影 首都圏 ４名 ４件 週間 ¥106,500

中古本・DVD店舗での取材、原稿作成 新潟県 7名 7件 2週間 ¥200,000

駅周辺エリアでの取材、原稿作成、写真撮影 東京都 4名 50件 3週間 ¥230,000

金融機関での取材、原稿作成 関西 30名 50件 3週間 ¥705,860

※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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調査系4・5 空き家調査 ／空き家オーナーリスト

空き家の判定、空き家の状況などを調査し、
レポートいたします。

空き家の住所を元に登記簿から空き家のオーナーの情報を
まとめたものとなります。

土地活用のご提案先にお困りの不動産事業者さま、地方自治体さま
●こんな課題をお持ちのお客様に

空き家調査

空き家オーナーリスト
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情報提供・収集系1 モニターサービス

主婦が主体の地域特派員（SOHO会員）ならではの
「主婦の生の声」を収集させていただきます。
試用モニター、商品・サービスの開発、改善の検討材料に
ぜひご活用ください。地域ごとのモニター調査も可能です。

試用モニター、価格調査、商品開発・サービス開発・改善にお困りの事業者さま

88％が女性の消費者層です 全国どの地域でも実施できます 価格調査・店舗比較も併せて実施

●こんな課題をお持ちのお客様に
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YouTuberのあなたへ、お助けします！
投稿した映像を大勢のSOHO会員が視聴することにより、再生
カウンターを回しバズる呼び水にします。

・自社商材のPRビデオの閲覧数が少なくて恥ずかしい
●こんな課題をお持ちのお客様に

・YouTuberデビューしたけど、みんなに観てもらえるか不安だ

・セミナービデオを公開したけど、閲覧数が多いほうが説得力があるよね

※コメント投稿にもご協力します。ご相談ください。

1,000人視聴10万円（YouTubeモニター）

情報提供・収集系1 モニターサービス
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【クライアント】大手メーカーさま
【案件概要】 クライアント様支給の商品を使用し、

感想を文章にて報告する。
【実施エリア】 全国
【実施期間】 10日間
【動員数】 10名
【ご納品物】 調査アンケート（Excel）
【受注価格】 ￥50,000～

情報提供・収集系1 モニターサービス

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 実施期間 受注価格
モバイル クラウドPC 利用モニター 都内 2名 ¥100,000
無料体験モニター 全国 250名 ¥563,000
メタボ解消健康サプリメント使用感想ブログ投稿 全国 50名 3ヶ月 ¥616,000
指定のサプリメントを服用し、服用前・服用中・服用後の
計3回感想を報告 全国 約100名 2ヶ月 ¥950,000

指定のスーパーマーケットおよび別のスーパーマーケット
に定期的に買物に行き、店内の特設コーナーや買った品物
についてレポートし、毎週報告

関西圏 約30名 6ヶ月 ¥2,250,000

※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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情報提供・収集系2 アンケート

主婦が主体の地域特派員（SOHO会員）ならではの
「主婦の生の声」を収集させていただきます。

アンケートの項目数、形式、
集計の有無、実施地域、
対象者の条件等、さまざまに
設定することができます。

数値には現れない消費者の生の
本音を、自由な会話の中から
直接収集できます。定量調査の事前調査、補助調査にも。

●こんな課題をお持ちのお客様に
大規模小規模を問わず、定量調査をお考えの事業者さま



21

【クライアント】 大手通信事業者さま

【案件概要】 子供用携帯電話に対するアンケート調査

【実施エリア】 都内

【実施期間】 1日間

【動員数】 20名

【ご納品物】 調査アンケート（Excel）

【予算感】 ￥300,000～

情報提供・収集系2 アンケート

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 実施期間 ご納品物 受注価格

映画・映画館に関するアンケート 沖縄を除く全国 500名 1週間 アンケート結果のエクセルローデー
タと簡易グラフ ¥130,000

プレミアム付商品券アンケート
（WEBアンケート：入力フォーム
も制作）

世田谷区 850名 半年間 アンケート回収票、アンケート集計
データ、中間報告書、報告書 ¥1,420,000

学童保育ビジネスについてのアン
ケート 埼玉県某市 250名 1ヶ月 アンケート集計データ、春日部市指

定公共施設への集客に関する報告書 ¥1,350,000

※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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情報提供・収集系3 グループインタビュー

主婦が主体の地域特派員（SOHO会員）ならではの
「主婦の生の声」を収集させていただきます。

商品のレビューや感想・意見を収集する、
グループインタビューもお任せ下さい。

結果はエクセルやワードなどに入力して
納品いたします。

既存サービスの改善、キャンペーン前の
小規模調査に。

●こんな課題をお持ちのお客様に
小規模な定性調査にお困りのマーケティング事業者さま
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【クライアント】 総合広告事業者さま
【案件概要】 クレジットカードについての

グループインタビュー
【実施エリア】 東京都新宿区
【実施期間】 2日間（1.5h×2日間）
【動員数】 8名
【ご納品物】 インタビューの実施、その文字起こし
【予算感】 ￥187,000～

情報提供・収集系3 グループインタビュー

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 実施期間 受注価格

お菓子のパッケージに対するインタビュー 都内 6名 1日 ¥100,000
中高生を持つ親御さんに塾に関するインタビュー 都内 5名 数日 ¥110,000
新築マンション購入者と購入検討者の座談会 都内 6名 1日 ¥130,000
子供用携帯電話に対するインタビュー 都内 20名 1日 ¥300,000

※2～3時間／日 程度※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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情報提供・収集系4 Webユーザビリテチェックサービス

全国63,400人の主婦（SOHOスタッフ）が、サイトチェック
やスマホテスト・アプリテストを行う、弊社ならではのサービ
スです。
スタッフの異なる閲覧環境を利用し、
サイトのリンク切れや画像の表示、
動作の検証などをアプリテストを
行って代行テスト致します。

【サイトチェック】ＥＣサイト運営者でサイトのリンク切れがないか？のチェック
をしたい方
【スマホテスト】 スマートフォンやタブレットで自社のサービスのテストをした
い方
【アプリテスト・サイトチェック】ゲームのα版β版のバグチェックをしたい方

●こんな課題をお持ちのお客様に
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御社のiPhoneやAndroidのゲーム・アプリをダウン
ロードしてモニターします。AppleやGoogleでの御社の評価
アップと認知度アップに貢献します。

・まずはDL数を稼ぎ、ファンになってもらいたいゲーム会社

●こんな方にオススメです

・アプリ運営会社/アプリ製作会社

・SNS系サービス、会員サービス、ECサイト運営会社

※新規会員登録、バグフィックス、評価、コメント投稿等も承ります。

・アパレル、生活支援グッズ、インテリアショップなど、
「女性」や「主婦」「家族」をターゲットにしたサービスを運営している方

1,000人ダウンロード

情報提供・収集系4 Webユーザビリテチェックサービス
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情報提供・収集系5 1000人アンケート

全国約63,400人の調査モニターを対象に、性別、年齢、居住
地、属性など実態の明らかなモニターを絞り込んでアンケート
を実施出来るサービスです。
これまで自社市場調査として活用
していたサービスを一般企業の方
にもご利用を頂ける様になりまし
た。

キャンペーンを企画するとき、その内容でユーザーが反応するかどうか確認したい

●こんな課題をお持ちのお客様に
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情報提供・収集系6 Web調査

既存の顧客リストに各企業の代表者名を追加してほしい

●こんな課題をお持ちのお客様に

インターネットで特定のサービスや価格、営業時間などを調査します。
現地において調査しない分、リーズナブルな価格でご提供ができます。
最近では、ストリートビューを使っ
た多元的な情報収集を行い大変好評
を得ています。
また、専用の入力システムを使って
ベリファイ入力対応も可能です。
スタッフによる入念な検品対応と併
せて、安心なデータをご納品します。
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作業系1 データ入力代行サービス

アンケートや調査書、名刺などの紙情報をデジタルデータへ。
情報量に比例し増える「データ入力」の手間（時間）と経費問題を
解決するためのサービスです。

自社データ開発のノウハウと、プライバシーマーク取得企業の
強みを活かし、貴社のビジネスをサポートいたします！

多量の紙媒体のデータ化業務にお困りのマーケティング事業者さま
●こんな課題をお持ちのお客様に
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【クライアント】 広告企画事業者さま
【案件概要】 大学説明会アンケートの入力（259件）
【実施エリア】 弊社内
【実施期間】 3営業日
【動員数】 2名
【ご納品物】 入力データファイル（Excel）
【予算感】 ￥52,000 ／ 月～

作業系1 データ入力代行サービス

事例紹介

案件概要 動員数 実施期間 受注価格

指定商業施設での出店舗名入力 50名 2週間 1施設あたり/¥500
指定商品の情報付与 100名 2週間 1商品あたり/¥95
アンケート入力 10名 1週間 1調査票あたり/¥150
※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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作業系2 チラシ・新聞収集サービス

ご指定の新聞に折り込まれるチラシやダイレクトメールを、
全国的に収集いたします。

掲載されている情報を入力し、データで
ご納品することも可能です。

自動車・塾・不動産・ドラッグストア・ス
ーパーなど、チラシのテーマやジャンルを
絞っての収集ももちろん可能です。

競合調査、価格戦略にお悩みのマーケティングご担当者さま、事業者さま
●こんな課題をお持ちのお客様に
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【クライアント】 インターネットメディア事業者さま
【案件概要】 「通信販売」関連チラシの収集、送付
【実施エリア】 指定5都市
【実施期間】 3営業日
【動員数】 5名
【ご納品物】 折込チラシ現物
【予算感】 ￥60,000 ／ 月～

作業系2 チラシ・新聞収集サービス

事例紹介

案件概要 実績エリア 動員数 実施期間 受注価格 備考
指定5都市で通信販売チラシを収集 全国 5名 通年 ¥35,000 1ヶ月の金額

関東、東北の指定32ヶ所に畳、襖のチラシが入った
かを報告 関東・東北 32名 通年 ¥110,000 継続の場合

１ヶ月

指定6 店舗のWebチラシから金土日の特売商品の商
品名、売価の入力 関東 2名 通年 ¥120,000 １ヶ月の金額

指定広告主のチラシについて、チラシのサイズ・色・
タイトル・訴求内容などを定期的にフォームに入力し、
チラシ現物を納品

首都圏 約20名 通年 ¥450,000 首都圏20エリア
ほど収集

関東35 ヶ所のチラシ収集。チラシの広告主、サイズ
などを入力 関東 35名 通年 ¥1,200,000 １ヶ月の金額

※単発の場合、1回の発注は10万円～となります。
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作業系3 軽作業請負サービス

ちゃっとしたお手伝いならお任せください！
全国に抱える63,400名のSOHOスタッフにより各地域ごと
で1日からの短期間業務、イベント・展示会などのお手伝い、
パンフレット補充、選挙の出口調査、指定の場所で物品を
買ってくるなどのマーケティング業務など単純作業から軽作
業において幅広く人材を提供いた
します。
繁忙期間・時間だけ利用すること
で過剰雇用の回避・コスト削減を
可能にします。ぜひご活用くださ
い！

新規見込み顧客を増やしたいが、業務過多で手が回っていない事業者様
●こんな課題をお持ちのお客様に
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作業系

全国各地で行われる展示会へ訪問し、出展者の
名刺を収集するサービスです。
収集した名刺は、データ化してご納品することも
可能です。

・展示会場が遠くて行けない……。
・忙しくて時間がとれない……。
・出張費などコストが気になって手が出ない……。

●こんな課題をお持ちのお客様に

作業系4 展示会名刺収集サービス
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作業系5 ラウンダー業務サービス

各地域ごとで、1日からの短期間業務、パンフレット補充、
商品補充、チェック作業などに人材をご提供いたします。

指定店舗でキャンペーン実施が
されているか巡回確認

ATM内のパンフレット
補充業務や清掃業務など 商品を補充・チェック作業等

貴社内スタッフで回りきれないエリアをお持ちの小売事業者さま
●こんな課題をお持ちのお客様に



人材派遣 SOHO会員の個人情報の提供 やらせの口コミ投稿 公序良俗に反する業務

お客様 弊社 地域特派員
（SOHO会員）

①案件のご相談

②お見積り
スケジュール

③要件の確定
ご発注

⑤業務実施

⑥成果物の提出
⑦検品

報告書の作成

⑧ご納品・ご請求

35

ご依頼時の流れ

Sohos-Styleでお受けできないお仕事

④地域特派員アサイン
作業マニュアル作成

※ご発注前に、地域特派員（SOHO会員）のプレ募集を実施することも可能です。
※案件により、OJT、教育期間を実施いたします。

進行管理
チェック・指示
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Sohos-Style オウンドメディア

お仕事をご依頼いただいている企業様の
インタビューや、地域特派員（SOHO会員）
の日常、商材情報などを掲載。

https://www.sohos-style.jp/blog/Sohos-Style ブログ

募集中のお仕事情報など、情報満載。

Sohos-Style Facebookページ https://www.facebook.com/sohosstyle.jp

http://www.sohos-style.jp/blog/?page_id=1443
https://www.facebook.com/sohosstyle.jp
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Sohos-Style OEMのご提案

あなたの会社から
直接、63,400人の地域特派員へ

仕事の依頼ができるようになります

１．いちいち求人費用をかけずに、仕事を依頼できます。

２．近所の主婦に仕事を頼めるので、交通費が節約できます。

３．月末締めで一括請求ができます。

OEM提供３つの特長



こんな方にオススメです♪
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Sohos-Style OEMのご提案

●全国にお店がある、全国チェーンのお店の方
→各店舗ごとにポスティングやチラシ配布、アンケート回収などの業務を

サポートいたします。

●不動産会社の方
→買い物難民化しているお年寄りの、買い物代行や犬の散歩などを当社の

地域特派員の主婦がサポートいたします。

●内装会社や工務店の方
→空き家になっている家に風を通したり、電球が球切れている物

を取り替えたり、物件の写真撮影なども代行します。
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Sohos-Style OEMのご提案

全国展開されている御社様へ

社内サイト、または関連会社限定サイトに

Sohos-Styleへのリンクバナーを貼りませんか？

サイトイメージ

Phase1

御社の社内で使うサイト上に、
Sohos-Styleのバナーを
貼っていただくだけで、
すぐにご利用いただけます。
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Sohos-Style OEMのご提案

全国展開されている御社様へ
お仕事の進捗確認やsoho募集状況など

お仕事管理画面から確認できます。

サイトイメージ

Phase2

御社用のIDとPWを発行いたし
ます。
仕事を依頼すると、Sohos-
Style上ですぐに応募が開始さ
れます。

スタッフの応募状況や支払金額
などがサイト上からわかります。



Q. 地域特派員は主婦の方が多いようですが、納品物の品質や納期は守って
いただけるでしょうか。

A. はい。地域特派員からの納品管理、また納品物は弊社内で検品した
うえでご納品になります。そのため、決められた納期でのご提出、
品質についてもご好評いただいております。

Q. 月間一定数のデータ入力を通年でお願いしたいですが可能ですか？
またその場合の契約は、どのようになりますか?

A. 可能です。年間契約を締結させていただくことになります。

Q. 地方での店舗調査のお仕事を依頼したいですが可能ですか？

A. 可能です。店舗リストのご用意はありますか。店舗所在地を確認した
うえで納期や金額をご相談させてください。

41

よくあるご質問
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よくあるご質問

Q. １ヶ所の写真撮影をお願いしたいのですが、できますか？

A. 単発の場合、１回の発注は10万円～としています。件数を増やしていた
だくか、年間契約などで10万円～となるようにご依頼ください。

Q. サイトのリンクチェックの依頼ですが、検証用マニュアルの作成依頼も
お願いできますか？

A. できます。どのようなチェックが必要かヒアリングさせていただいた
うえでチェックシートを作成させていただきます。

Q. 個人情報を取り扱うようなお仕事はお願いできますか？

A. できます。事前に機密情報保持契約（NDA）を結ばせていただいた上、
個人情報授受記録を取らせていただきます。弊社はプライバシーマーク
取得企業です。
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会員属性レポート
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会員属性レポート
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会員属性レポート



代表・福井が育児中に発案

「駅の構造が事前にわかっていれば、
私も子供も助かるのに・・・」

始まりは、
ベビーカーの発想から・・・

46

株式会社ナビットのご紹介 地下鉄のりかえ便利マップ



[お電話にて]

フリーダイヤル：0120-937-781 担当：加藤、河合
【受付時間】10：00～19：00（土、日、祝祭日を除く）

[メールにて]

webmaster@navit-j.com

47

お問合わせ先

mailto:webmaster@navit-j.com

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47

