
令和 4 年度企業情報発信⼒強化事業（島根県委託事業）

地地 域域 企企 業業 のの
発発信信⼒⼒･･採採⽤⽤⼒⼒向向上上セセミミナナーー

情情報報発発信信⼒⼒・・採採⽤⽤⼒⼒をを強強化化ししたたいい
採採⽤⽤専専⽤⽤ＨＨＰＰをを⼿⼿軽軽にに作作成成ししたたいい企企業業様様 へへ

先着25名様

お問い合わせ・お申込み
島根県中⼩企業団体中央会 連携⽀援課 担当：恩⽥
〒690-0886 松江市⺟⾐町55番地4 TEL：0852-21-4809 / FAX：0852-26-5686

“採⽤情報を魅⼒的に
発信するために”

参加無料
裏⾯の申込⽤紙にて
お申込みください

ホームページや動画の活⽤は、企業がアピールする上で採⽤活動においても有効な⼿
段です。中央会で作成した採⽤ホームページのテンプレート活⽤、学⽣等に対する動画
による企業ＰＲなど、学⽣や求職者から注⽬されるための「情報発信」と「採⽤⼒向
上」をテーマにセミナーを開催いたします。

松松 江江   22002222..1111..11  ((⽕⽕))  1133::3300  ~~  1166::3300  （ 松江市殿町3 
サンラポーむらくも

6 9 ）
彩雲

浜浜 ⽥⽥   22002222..1111..22  ((⽔⽔))  1133::3300  ~~  1166::3300  （ 浜⽥市⿊川町4 
島根浜⽥ワシントンホテルプラザ

1 7 7 ） 
ぼたん

13:30〜14:30

14:30〜15:30
“採⽤PR動画の効果的な
　活⽤と実例”

内藤 千尋 ⽒
株式会社イーグリッド
取締役インターネット戦略Div.部⻑

森⽥ 裕典 ⽒
U1 create
代表取締役（Videographer/Director）

15:30〜16:30
採⽤PR動画 撮影会
（各会場先着 5社様限定）

松江、浜⽥の各会場先着5社様限定で採⽤PR動画撮影会を開
催します。1社様につき30〜60秒を⽬安に撮影を⾏います。会社
の特⻑やビジョンなどのアピールポイントを150〜300字程度で
事前にまとめてご参加ください。

撮影したPR動画は、編集した後1ヶ⽉程度を⽬安にお届けす
る予定です。
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Web サイト制作／Web マーケティング事業では、地方
自治体の HPの作成を始め、県内外の企業の EC サイト
の制作を行う。採用サイト制作にも数多く携わり、各企
業に寄り添ったサイト制作に取り組んでいる。
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数多くのウェディングムービーや TVCM、企業 PR 動画
の製作実績があり、活躍の場は島根県に留まらず、県内
外の企業から篤い信頼を受け、動画製作を行っている。



恩田 2022年10月28日（金）

①11/1（火）

②11/2（水）


