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会社概要Company Profile 

社名
会社所在地

TEL
FAX
URL
代表取締役

資本金
設立
業種
従業員数
登録数

株式会社オフィスエム
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1 ﾌｧｰｽﾄｽｸｴｱ･ｲｰｽﾄﾀﾜｰ4階
03-5641-7673
03-6740-6036
http://www.officem.jp
田上睦深 m123@officem.jp

1000万円
1995年（1998年株式会社更改）
総合アウトソーシングサービス
15名
2014年1月現在 20,600名

会社沿革

1995.11

東京都文京区にＰＣ関連の経理業務請負を目的とし、

有限会社オフィスエムを出資金3,000,000円を以って設立。

1998.05

株式会社オフィスエム組織更改（資本金10,000,000円）。

総合アウトソーシング事業へ参入。

現在に至る。

組 織

社長室

情報処理系プロジェクトチーム

出版系プロジェクトチーム

DTP系プロジェクトチーム

WEB系プロジェクトチーム

システム開発系プロジェクトチーム
情報管理部

業務管理部

顧客部

経理部
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ系プロジェクトチーム
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例えば1枚の資料作成から、数百万件のデータ入力まで、業務の大小に関わらず対応させて頂き
ます。目的にあわせた一人から数十名規模のプロジェクトチームを作成して、情報共有、進行管理、
品質管理、予算管理を行います。また主婦を中心に約20,600名のネットワークをもっているので、
制作後の口コミによる宣伝や調査など、制作後の販売促進も対応が可能です。

アウトソーシングプラス面とマイナス面

外部組織利用で社内の活性化

【プラス面】

１）迅速な対応
２）社内管理負担が少ない
３）プロへ依頼が可能

【マイナス面】

１）コストがかかる

２）ノウハウの流出

ア
ウ
ト
シ
ー
シ
ン
グ
の
活
用

Outsourcing Service アウトソーシングサービスの特徴

知識豊富なスタッフがITビジネスをサポート

ワンストップでのIT系アウトソーシングサービスを実現するために1995年から2万人のクリエイター
や在宅勤務希望の事務スタッフを登録しています。ＷＥＢ制作、システム開発、DTPデザイン、翻
訳、テクニカルライティング、データ入力、資料作成、画像加工、等々多種多様なサービスを展開し
ております。お客様のニーズにあわせてチーム編成して、弊社が人員管理・品質管理など行いま
す。はじめてのお客様で質などを心配される方には無料トライアル制度もございます。

スピード見積を重視

御見積りの専門担当者をおき、お見積もりまで最速で対応いたします。また年末などの繁忙期でも
人出不足による作業遅延はございません。

ご希望に合わせたサービスをご提案
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アウトシーシング可能な業務

Outsourcing Service アウトソーシング可能な業務

分野 主なサービス

総
務
経
理

総 務 出張関連業務代行、ファイリング

経 理 出納業務代行、記帳、月次決算代行、資産管理、英文損益計算書

人
事
・
人
材

人事関連業
務

人事管理、給与計算、人事制度策定、人事情報システム、
社会保険関連業務代行

人 材 供 給 採用代行、技術者派遣、アウトブレースメント

人 材 教 育 パソコン関連社員研修、人材開発、生涯教育

情報システム システム企画・設計・運営・保守、情報処理、データ処理、WEB制作

情 報 提 供 データベース提供、情報検索、海外情報サービス、
企業の掲載情報提供

営業・販売

マーケティング

地方営業所販売代行、広告代行、テレマーケティング、

ダイレクトマーケティング

出版関連 DTPデザイン、組版、執筆、撮影

製造関連 調達代行、外注管理

医療関連 医療事務代行

建築関連 建築関連事務書類作成、専門家派遣、CAD

コンサルティング 販売、営業、システム、WEB等のコンサルティング

その他 ＩＴ関連イベントの企画運営代行
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Work Flow 業務フロー

アウトソーシング要請からプロジェクトチーム結成

クライアントからの要請

プロジェクトチーム結成

リーダー及び最適メンバー決定

一定期間共通目的を持つプロジェクト
チーム結成

プロジェクト管理・進行・納品

オフィスエム

プロジェクトチーム
業務コーディネートリーダー

作業指示
進行管理

納品
納品物チェック

最適メンバー

作業指示
進行管理

納品
納品物チェック

クライアント

お打ち合わせ
仕様決定

納品

業務内容に合わせて、プロジェクトチームの規模（リーダー数、メンバー数）は変動します。

最適メンバー 最適メンバー 最適メンバー
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10代 ： 0.33%
20代 ：31.45%
30代 ：50.24%
40代 ：14.51%
50代 ： 2.90%
60代 ： 0.54%
70代 ： 0.06%

年齢別構成比国内地域別構成比

北海道 ： 3.5%
東北 ： 4.2%
北陸 ： 2.5%
関東 ：45.2%
中部 ：10.6%
関西 ：20.6%
中国 ： 4.4%
四国 ： 2.0%
九州沖縄： 6.9%

プログラミング ： 5.80%
翻訳 ： 0.60%
テープリライト ： 2.60%
WEB制作 ： 4.50%
デザイン ： 0.60%
ＣＡＤ ： 1.90%
ＤＴＰ ： 1.90%
ライター ： 2.60%
入力・校正 ：62.30%

主な希望職種別構成比

2014年1月現在日本全国から海外までSOHO、フリーランス20600名をネットワーク。

ブログによる口コミ活動や、アンケート調査、その他リアル店舗の調査など販売促進活動に従事
しています。

インタ－ネット上を中心に活動する、通信やネットワ－クといったＩＴに関して高いスキルを持つ人
材です。

Soho Network SOHO構成比
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月刊ビジネスチャンス ＳＯＨＯ お家で稼ごう

お家で稼ごう（2002年12月）

パソコン主婦の友（2002年12月）

おうちdeお仕事（2002年11月）

頭で儲ける時代（2002年9月）

ビジネスチャンス（2002年8月）

SOHO 7月号（2002年7月）

在宅ワークハンドブック（2002年5月）

月刊 現代（2002年4月）

財界 （2002年3月）

日刊 ゲンダイ（2002年3月）

SOHO 3月号 （2002年3月）

独立事典・2001’02 （2001年8月）

SOHO 8月号 （2001年8月）

お家で稼ごう （2001年7月）

SOHO 7月号（2001年7月1日

SOHO 5月号 （2001年5月）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで会社を変える本3 （2001年4
月）

SOHO 4月号 （2001年4月）

MOM （2001年3月）

仕事＆資格2001 （2001年2月）

独立事典・2001.特別編集 （2001年2月）

日経＠HOME 1月号 （2001年1月）

Mass Media マスコミ掲載記事


