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専門スキルを持たない多くの
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実績や 7 年間にわたる主婦向けクラウドソーシングビジネ
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今回のスマホへの一気通貫対応により、

こういった汎用性の高いお仕事と

り多くの方にクラウドソーシングで
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年にスタートした再就職を目指す主婦や、育児中でも社会とつながるために事務職などで働きた
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ワーカー・クライアントの登録料

・汎用性の高い事務のお仕事多数

・能力診断テスト、研修サービスあり
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【株式会社うるるについて】 

http://www.uluru.biz/ 
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データ入力、スキャニング、電子
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【スマホ完全対応に関する企業などのお問い合わせ先】

 担当：田中 
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【報道関係者のお問い合わせ先】

事務局（エポックシード

5780  E-Mail
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シュフティ事業／主婦ラボ管掌

「シュフティ」の特徴は、クラウドソーシングサービスのなかでも主婦の会員

必要とする案件よりも、事務職の基

本的なスキルさえあればできるクラウド事務員としてのお仕事案件の登録が

主婦の方がはじめやすい

「ひとり親家庭等の在宅就業支援事

年間にわたる主婦向けクラウドソーシングビジネ

スで培ったノウハウを活かした、安心のマッチング環境を提供しています。

PC を持たない主婦や

こういった汎用性の高いお仕事とスマホで出会える

にクラウドソーシングでお仕事ができる

http://www.shufti.jp/

年にスタートした再就職を目指す主婦や、育児中でも社会とつながるために事務職などで働きた

いと考える主婦が、パソコンとインターネットを使って「クラウド事務職

在宅ワークマッチングサービスです。他のクラウドソ

デザインなどの専門性

の高い案件よりも、どこの企業現場にもあるような、より汎

務のお仕事案件が多い点で

 

・手数料はクライアントからの支払い報酬の 10% 

3丁目 3-7 ケンメディアビル

シュフティ事業（シュフティの運営、在宅ワークの推進） 

データ入力、スキャニング、電子化代行) 

事業（入札情報速報サービスの運営・業界シェア

に関する企業などのお問い合わせ先】

info@shufti.jp 

 

press@epochseed.jp 

シュフティ事業／主婦ラボ管掌

「シュフティ」の特徴は、クラウドソーシングサービスのなかでも主婦の会員

案件よりも、事務職の基

本的なスキルさえあればできるクラウド事務員としてのお仕事案件の登録が

主婦の方がはじめやすい環境を提供して

「ひとり親家庭等の在宅就業支援事

年間にわたる主婦向けクラウドソーシングビジネ

スで培ったノウハウを活かした、安心のマッチング環境を提供しています。

を持たない主婦や PC に不慣れ

出会える環境を提供

仕事ができる機会を提供

http://www.shufti.jp/） 

年にスタートした再就職を目指す主婦や、育児中でも社会とつながるために事務職などで働きた

クラウド事務職」

在宅ワークマッチングサービスです。他のクラウドソ

デザインなどの専門性

の高い案件よりも、どこの企業現場にもあるような、より汎

ケンメディアビル

 

・業界シェア NO.1） 

に関する企業などのお問い合わせ先】 

シュフティ事業／主婦ラボ管掌  小林 

「シュフティ」の特徴は、クラウドソーシングサービスのなかでも主婦の会員

案件よりも、事務職の基

本的なスキルさえあればできるクラウド事務員としてのお仕事案件の登録が

環境を提供して

「ひとり親家庭等の在宅就業支援事

年間にわたる主婦向けクラウドソーシングビジネ

スで培ったノウハウを活かした、安心のマッチング環境を提供しています。 

に不慣れ

環境を提供

機会を提供

年にスタートした再就職を目指す主婦や、育児中でも社会とつながるために事務職などで働きた

として働くことを実現する

ケンメディアビル 3F 

 伸輔 

年にスタートした再就職を目指す主婦や、育児中でも社会とつながるために事務職などで働きた

として働くことを実現する、主婦

年にスタートした再就職を目指す主婦や、育児中でも社会とつながるために事務職などで働きた

、主婦


