We Work

私 た ちの 役 目

クラウドサービスでクリエイターに依頼したら、違うものが

あがってきた。そんな経験はありませんか。考えられる理由
は 二 つ あ り ま す。一 つ は デ ザ イ ナ ー が 指 示 内 容 を 勘 違 い し
た、もう一つはクライアントが的確に指示をだせなかった。

私たちはこれを防ぐために「コーディネータ」と呼ぶ､専門職
をクライアントとデザイナーとのあいだに立たせます。

クライアントが作りたいものを明確にし、最適なデザイナー
に正確に指示をする役目です。

私たちは漠然としたアイディアや指示を正確にものにするこ
とがもっとも得意です。

Creators
登録 し て い る ク リエイター
2019 年 4 月現在

9人
WEB クリエイター ･･･････････････････････････････ 8 人
イラストレーター ････････････････････････････････ 3 人
ライター ･････････････････････････････････････････ 2 人

グラフィックデザイナー ･･････････････････････････

SK ILL

14 人
Illustorator を実務で 5 年以上使っている ････ 12 人
HTML/CSS/JS を実務で 5 年以上書いてる ････････ 7 人
WordPress でサイトを 5 つ以上構築している ･････ 5 人
Photoshop を実務で 5 年以上使っている ･････

※このほか色々なスキルを持ったクリエイターが多数在籍しています。
詳細はお問い合わせください。

Price List Service
価格表

その他のサービス

1 案件最低価格 10,000 円

検索代行

ワークランク S

WEB サイトや印刷物に使う写真素材を探すのに時間がかって
いませんか。私たちに依頼していただければ、検討対象になる
写真候補を複数見つけ、違いはなにかもお伝えします。また
PSDファイルなどをいただければ、そこにはめたイメージもお
作ります。

時給 5,000円～

たとえばこんな業務
ライティング（インタビューあり、企画作成）
WEB サイト構築、会社案内作成、ディレクション、進行管理
企画作成、ロゴの作成（コンセプト・ブランディング含む）

担当ワーカーのスキル
自営業者やフリーランスとして活動中のハイクラス人材、打
ち合わせ同行も可能です。

ワークランク A

時給 2,000円～

たとえばこんな業務
ライティング（2500 文字以内、インタビューなし）
バナー作成、CMS 入力（写真のリサイズ、簡単な HTML 含む）
ロゴの作成
担当ワーカーのスキル
デザイン会社でメインデザイナーだった経験あり、もしくは
フリーランスとして活動中

ワークランク B

時給 1,000円～

たとえばこんな業務
アンケート集計、データ入力、CMS入力（HTML含まず）
HTML リンクチェック、文字校正
担当ワーカーのスキル
事務経験者、デザイン会社でアシスタント経験あり

10枚× 2 パターン キャンペーン価格 5,000 円

※PIXTA やAdobe stockなど有料販売サイトにある範囲でさがすので、
ご要望に完全一致しない場合もあります。

例「インバウンド ガイド」の写真
トリミング範囲

観光地と一目でわかるが、友人同士にも
見える可能性あり。

トリミング範囲

観光地ではないが、首から「GUIDE」の札
がかかっている。

画像アノテーション代行作業

キャンペーン価格 1,000 枚 1,500,000 円～

任意の形状にそったセグメント作業を代行します。作業をす
るのは Photoshop を使うデザイナーなので、高精度の画像が
生成可能です。またチェック方法も Photoshop の機能を活用
します。
※金額は画像の複雑さにより変わります。

※キャンペーンは予告なく終了する可能性があります。

katete

katete

テレワークセンター カテテ

Many creators are enroll, and we will support when you

カテテは御社のクリエイティブパートナーです。多数のクリエ

does not have creative resources.

イターが在籍しており、御社の人手がたりないところをサポー

For example, with the renewal of the web site, it is not

トします。

diﬃcult to move many pages, but it takes time. If you

request us, we will resize of photos and CMS input of

たとえば WEB サイトリニューアルにともなう、多数のページ

source including HTML.

If necessary, list all current pages and check all pages

after transition. In addition to simple work, high-class
creators in each ﬁeld are also enrolled. Covers a wide

range of creative genres such as AWS server construction,
direction, and music creation.

It does not matter if the request is not from the

production company. If you can consult with us, the

coordinator will make an interview, clarify what the task
is, what to create, gather the necessary creators, and
make the desired one.

We are Creative Partner

おしごとテラス katete（カテテ）

田川ふるさとテレワーク & コワーキングスペース

〒826-0022 福岡県田川市本町 8 番 9 号
TEL.0947-23-2035 / FAX.0947-23-2036

https://katete.co
contact@katete.co

移行は難しくはないが時間がかかるもの。私たちにご依頼いた

だければ、写真のリサイズや HTML を含んだソースの CMS
入力を代行いたします。

必要なら現在の全ページのリスト化と、移行後の全ページ
チェックもおこないます。また単純作業だけではなく各分野で

ハイクラスのクリエイターも在籍しており、AWS サーバーの

構築、ディレクション、楽曲作成など幅広いクリエイティブの
ジャンルをカバーしています。

ご依頼は制作会社からでなくても大丈夫です。私たちにご相

談いただければ、コーディネータがお話しをうかがい、課題は
何か、作るべきものは何かを明確にし、必要なクリエイターを
あつめて、ご希望のものをつくります。

おしごとテラス katete（カテテ）
田川ふるさとテレワーク & コワーキングスペース

