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株式会社昼job様

Webマーケティング業界への転職や
Webマーケターにジョブチェンジ

未経験者からの転職を希望している方々の為の
共催オーディション開催の御提案
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・会社概要

・Webマーケティング、Web広告業界について

・ウィニングフィールドの講座の実績

・共催オーディションの御提案

・本プロジェクトの目的と行うことに対するメリット、
広報、PR効果について

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.
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COMPANY PROFILE

■会社名

株式会社ウィニングフィールド

■所在地
神奈川県鎌倉市御成町11-2 ヤノヤビル2F

■代表取締役

勝原潤

■従業員数

18名

■資本金

3,000,000円

■事業内容

Web広告運用代行事業
Webコンサルティング事業
セミナー＆講座事業
コンテンツ販売、イベント運営、メディア運営等

■サービス概要
リスティング広告運用代行
SNS広告運用代行
フェイスブック広告運用代行
ツイッター広告運用代行
インスタグラム広告運用代行
動画制作、動画広告運用代行
LINE広告運用代行
TikTok広告運用代行
Webコンサルティングサービス
サイト制作、LPO施策
MEO対策
SEOコンサルティング

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.
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Webマーケティング、
Web広告業界について
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インターネット広告市場の規模

年々10％以上の伸び率で成長し、2019年には4大マスメディアを抜いて
日本で最大の市場規模となる。

つまり、Web広告を打てば反響、反応があがりやすくなったため
どんどん広告費が流れている

しかしながら専門知識やスキルも必要なため
参入ハードルが高く、なかなか各社人材の確保がおいつかず

慢性的な人手不足となっています。
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ウィニングフィールドの講座の実績
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弊社で開催中のWebマーケティング講座

◆CONVERSIONISTA（コンバジョニスタ）

▲ベーシックコース（個人向け） ▲アドバンスコース（事業主向け）

これから独立、起業したい、
またはクライアントワークとして
広告運用代行事業を始めたい人向けに
業界初のクライアント獲得の仕方から
その獲得したクライアントの広告運用を
一緒に行う【Webマーケター＆広告プランナ
ー養成】コースとなっております。

コンバジョニスタベーシック
https://winningfield.net/cvnista_basic02/

すでに商品やサービス、店舗やコンテンツなどを持
たれている方向けのコースとなっており、
すぐにLP制作（持たれている場合は省く）
そして広告運用の設定を行い、
一緒に広告運用を見ていく
【インハウス支援養成】コースとなっています。

コンバジョニスタアドバンス
https://winningfield.net/cvnista_ad/

2015年から開催していたWebマーケティングおよびWeb広告運用を実践的に学ぶ3ヶ月 or 6ヶ月の集中講座です。
述べ1000名以上の受講生を輩出している実績のある講座となっております。

https://winningfield.net/cvnista_basic02/
https://winningfield.net/cvnista_ad/
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弊社で開催中のWebマーケティング講座

◆講座の様子（2015年～）

▲コロナ禍におけるオンライン講座の様子
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弊社で開催中のWebマーケティング講座

◆コンバジョニスタベーシック受講生の声 ※ジョイント講座含む

受講者の声（松井さんインタビュー）
⇒ https://youtu.be/Z0sd_3ktCKI

受講生の声（三村さんインタビュー）
⇒ https://youtu.be/lV_WPITPtow

企業に勤めながら実績を出された方々
⇒ https://youtu.be/SM9B3o0wAiA

受講者の声（オオタさんインタビュー）
⇒ https://youtu.be/QVSwS0WVQVU

受講者の声（伊東さんインタビュー）
⇒ https://youtu.be/b9YS7VjQXbk

https://youtu.be/Z0sd_3ktCKI
https://youtu.be/lV_WPITPtow
https://youtu.be/SM9B3o0wAiA
https://youtu.be/QVSwS0WVQVU
https://youtu.be/b9YS7VjQXbk
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コンバジョニスタ講師・コンサルタント

株式会社ウィニングフィールド 代表取締役 勝原 潤

富山県出身。大学卒業後、複合機・通信商材の営業代行のベンチャー会社にて自身が統括す
る部署が2004年度日本テレコム『おとくライン』、YahooADSL 新規顧客獲得・契約本
数グループ1位の記録を打ち立てる。

その後ダンス系エンターテイメント会社にて雑誌の編集・広告営業〜編集長代行〜副社長と
経る。商品プロモーションのプランニング、販売促進、キャスティング業務、イベントの企
画・制作・運営や全国規模のオーディションの企画・主催、海のイベントやフェスなどの開
催など様々な広告やプロモーション事業に携わる。

また、外資系広告代理店のデジタルマーケティング部に在籍し、大手グローバルIT企業の広
告運用チーム在籍、また自社サービスのリスティング広告で月1500～2000万円の運用経
験を持つ。

様々な企業・店舗の広告提案やプロモーション案件、広告運用に関わり、集客や売上に貢献
してきた実績を元に起業。

多数のネットの広告プロフェッショナル資格を元に現在は中小企業・店舗を中心にWEBマ
ーケティングやWEB広告を使ったWEBコンサルティングと物販、WEB広告に関する講座な
どを展開中。

◆Yahoo!プロモーション広告プロフェッショナル認定資格（ベーシック【基礎】、アドバンスト【運用・上級】両取得）
◆GoogleAdwords認定試験合格（基礎・検索連動型広告、ディスプレイ広告）グーグルパートナー取得
◆グーグルパートナー認定資格（セールスパートナー）保持

講座のサポートスタッフは他４名の計5名体制となっております。
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弊社で開催中のWebマーケティング講座

◆マーケティングライター講座

2019年10月より開催されているライターやライティングを学んで継続的な収入、収益を得られるようになるための
記事LP×広告運用を教える講座になります。

3ヶ月でマーケティングリサーチから記事LPが書けるようになり、残りの3ヶ月でヒートマップおよび
広告運用のPDCAサイクルの回し方などを実践的に学んでいきます。

マーケティングライター1day体験セミナー
https://marketingwriter.net/1day/

マーケティングライターオンライン講座
https://marketingwriter.net/online/

【継続収入を得るためのWebライティング】マーケティングライター習得講座 ※Udemyコンテンツ
https://www.udemy.com/course/marketingwriter/

https://marketingwriter.net/1day/
https://marketingwriter.net/online/
https://www.udemy.com/course/marketingwriter/
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弊社で開催中のWebマーケティング講座

◆マーケティングライター受講生の声
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マーケティングライター講師・コンサルタント

マーケティングライター倉持佑吏（くらもちゆうり）

クラウドソーシング創成期、SEOライターとしての実績を積む。
編集として、50人のライターを束ね、一年間で100万PVを達成。
様々なクリエイター・経営者にインタビューを行い、
ビジネスの知識を得ていく。

Web広告会社に就職し、2年間勤務。
「記事LP制作日本No,1」の実績を獲得。
記事制作部・広告運用部部長を兼任し、
月間「2,000〜3,000万円」の運用経験を持つ。



014Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.

その他、開催中のWebマーケティング講座

◆FB Ads Pro.（フェイスブック広告）2ヶ月集中講座

フェイスブック広告運用を実践的に学ぶ2ヶ月集中講座。

◆YouTubeマーケティング講座

フェイスブック広告運用を実践的に学ぶ2ヶ月集中講座。

◆Listing Ads Pro.（リスティング広告）
2ヶ月集中講座

フェイスブック広告運用を実践的に学ぶ2ヶ月集中講座。
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講師・コンサルタント

株式会社ウィニングフィールド
コンサルタント 永井祥平

大学を卒業後、渋谷のインターネット広告代理店に就職。Webマーケティング業務において広告
の戦略立案や予算管理、効果検証など一連を経験し5年間で約50社を担当。主にリスティング広
告をはじめとしたデジタル広告の運用を担当し、新規サービスの認知度向上や通販サイトの売上
憎などに貢献。現在は運用型広告を中心としたWebマーケティング領域を支援している。

株式会社ウィニングフィールド
コンサルタント山口駿

学生の頃から個人で物販ビジネスやYoutubeビジネスを経験し、それぞれの分野で実績を
残し、現在は広告運用をメインに行っている。主にFacebook広告などの広告媒体を運用
し、EC商品の拡販や店舗集客を担当。最大300名程の広告運用コミュニティで実績を残
し表彰を受ける。新規EC商品のテストマーケティングや実際の運用も担当し、月商億越
えのプロジェクトに貢献。

株式会社ウィニングフィールド
メディアディレクター 村本 翔吾

バンド活動での資金面を補うため学校を辞めフリーターとして活動。しかし、自身のプロ
モーションに限界を感じWebを使った施策を模索、その結果YouTubeへ大きく興味が傾倒
。様々な体験をもとに規約違反に抵触せずかつ、収益を最大化できる安全なチャンネルを
模索しチャンネル登録者数20,000人突破。現在はWebのマーケティング会社にて動画マー
ケティングのディレクターとしてYouTubeのみならず様々な角度から動画の活用方法を提
案、実行中。
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共催オーディションの御提案
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株式会社昼job様
と

株式会社ウィニングフィールドの強み

株式会社昼job様

「昼職転職サービス」部門で3冠
を達成。転職希望者の内定率は
70％を超え、企業ニーズの高い
多くの夜職経験者のサポート実
績がある企業
※HPより抜粋

株式会社ウィニングフィールド

Web集客やWebのマーケティング
を包括的に教えてる講座を2015

年から行っており、
述べ1000人以上の受講生を輩出
してきている現役コンサルタン
トが多数在籍している企業×

お互いの強みと実績を組み合わせ時代とニーズにあった
新しいサービスの提供が可能に

=対応領域=
集客や告知、人材紹介

=対応領域=
オーディション進行、
運営、講座運営等
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共催オーディションの流れについて
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共催オーディションの流れについて

①書類選考
応募者のオーディションへの参加
意思や広報・PR用のプロモーショ
ン撮影に協力をいただけるかを確
認いたします。

②対面にて面接
書類に記載されている内容を基に
応募者の参加意思や意欲を確認し
、参加者として望ましいか確認を
いたします。

③貴社と弊社にて選定
オフラインorオンライン(zoom)に
てお打ち合わせをし、参加者とし
てふさわしい方を双方合意の基、

選定いたします。

④合格者発表
貴社と弊社にて合格者を発表いたします。
合格者の方たちには一度対面で集まってい
ただき、今後の流れを説明いたします。

⑤コンバジョニスタ受講
合格者には弊社の講座を3ヶ月（または6カ月）
間受講をしていただきます。受講後は貴社にて
企業への人材紹介等を想定しております。

※一連の流れを弊社の制作スタッフにて動画撮影をして個々のストーリーを追い、
ドキュメンタリーの様な映像をSNS広告に活用・拡散、その他双方の自社メディア
（ブログや記事)にて情報拡散を行い、オーディションの広報・PRを行います。
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プロモーションプランについて
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取材・撮影
(弊社スタッフにて)

WEB記事化

SNS広告用
の動画化

プロモーションプラン

記事とSNS広告の拡散により既存ユーザー(昼ジョブ登録者)と
新規ユーザーへアプローチが可能になります。

リーチ

リーチ
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プロモーションプラン

記事イメージは以下のように考えております（仮）
※プロジェクトの名前などご一緒に考案できればと思います。



023

プロモーションイメージ

昨年弊社にて行った『0円IT留学＠湘南・鎌倉』での
プロモーションプランを想定

コロナ禍で職を失って困窮している若者に向けて、Webを活用し独立・フリーランスなどで収入、収益を得る為の
Webマーケティングスキルを習得してもらうための講座の開講。

収入の少ない若年層をターゲットとし、「授業料・滞在費」を「0円」で提供する代わりに、
講座の広報・宣伝活動を主とした業務や動画素材・写真素材の制作、その他広告運用をお願いし、
業務内で学んだ知識を活かしながらスキルを効果的に身に着けて頂く「0円IT留学@湘南・鎌倉」をスタート致しました。

※記事、プレスリリース、動画撮影（インタビュー）などを用いて主に弊社の自社メディアにて発信しておりました。
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0円IT留学＠湘南・鎌倉実施報告（開催報告）

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.

講座名：0円IT留学＠湘南・鎌倉
開催日：2021年8月1日（日）～8月7日（土）開講（第0期生）
授業時間：10：00～17：00
授業会場：旅する仕事場 小町オフィス
宿泊場所： WeBase 鎌倉リゾートホテル&ホステル
応募者総数：357名
参加者：6名（男性3名、女性3名)
参加費：0円 （宿泊費・授業料の無償提供)

一次応募締め切り：2021年6月25日（金）23：59分

※二次応募締め切り：2021年7月15日（木）23：59分
※交通費・当日の交際費・滞在費・食事代などは自費負担

講座内容：
宿泊先の「WeBase 鎌倉リゾートホテル&ホステル」の認知、販促方法を考え、
実際に鎌倉周辺の場所での動画素材の収集、写真素材の収集、
動画制作、バナー制作。インスタグラム広告の出稿や数値の見方など
レクチャーしプロモーションを通してWebマーケティングを実践的に学習。

1週間のプログラム内容：
Webマーケティング概論 / 縦型ショート動画マーケティング / スマホでの撮影、素材集めワーク / 
YouTubeマーケティング概論、コンサル / 動画クリエイティブ編集ワーク / 
インスタグラム広告概論 / インスタグラム広告出稿ワーク/ バナー作成概論（Canva）/ 
バナー作成ワーク/ 広告配信の運用改善検証会 / 個別コンサルティング等

■感染症対策
参加者全員、スタッフ全員に実施2日前にPCR検査を実施（全員陰性）、開催時は会議室、施設の出入りはすべて
アルコール消毒とマスクの徹底。その他、毎日体温チェック。手洗い、うがい、アルコール消毒の励行。

▲授業は寺子屋スタイルにて
。
講義中はマスク着用の徹底

。
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0円IT留学＠湘南・鎌倉実施報告（開催報告）

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.

講座実施会場：コワーキングスペース 旅する仕事場@鎌倉 （西口ラウンジ、小町オフィス）

▲旅する仕事場 西口ラウンジ ▲旅する仕事場 小町オフィス

JR鎌倉駅

JR鎌倉駅
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0円IT留学＠湘南・鎌倉実施報告（開催報告）

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.

宿泊会場：WeBase鎌倉リゾートホテル＆ホステル
（シェアハウス会場）

江ノ電
由比ガ浜駅

パーティ会場：THE HARBOR TERRACE
（ウェルカムパーティ会場）

JR鎌倉駅
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1週間のカリキュラムとミッション

基本的にはWebのマーケティングの概論を学び、協賛でもあり宿泊するWeBaseの良さをどのように
動画や画像で広められるのか？をみんなで考え、実際に素材撮影から始まり、
縦型動画の撮影～編集、YouTubeマーケティングやSNS広告の出稿方法、実際に出稿してみての数値の確認、
バナーデザインを学び、実際に作成し、広告として出稿するなど
概要から撮影、実際に広告出稿するなど非常に実践的なことを学ぶ1週間となっておりました。

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.
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参加者一覧

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.



029

参加者一覧

参加前事前インタビュー動画

Copyright©winningfield inc.AllRightReserved.

https://youtu.be/BblYCTDRr78https://youtu.be/24xc8Nc-eao

https://youtu.be/BblYCTDRr78
https://youtu.be/24xc8Nc-eao
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0円IT留学＠湘南・鎌倉実施報告（プロモーション報告）

■自社Webメディアにて記事にて活動報告（一部）

『0円IT留学』開催決定！今年の夏は鎌倉のシェアハウスでWebマーケを学ぼう
https://wemar.jp/10904/

【新入社員泣かせ】会社に入って最初のミッションは、クラウドファンディングで２００万円集める！？
https://wemar.jp/10703/

【ついに！？】クラウドファンディングがスタートしましたが….
https://wemar.jp/11423/

湘南０円IT留学のLPにヒートマップを入れてみたらとんでもないことに…。
https://wemar.jp/11206/

参加者面談中！こんな人達が応募に来てくれています！
https://wemar.jp/11165/

０円IT留学に参加してくれるメンバーを紹介します！
https://wemar.jp/11374/

【0円IT留学スタート】Webマーケティング初心者の参加者を海の見えるプールでインタビューしました！
https://wemar.jp/11582/

【0円IT留学】1週間でどう変わった？合宿を終えた参加者に振り返りインタビュー！
https://wemar.jp/11774/

■プロモーション実施報告

・6/1～6/25 参加者募集の告知をスタート 350名近くの応募者
・6/1 第1次 プレスリリースを配信（PR TIMES、@プレス等）
・6/1～6/25 SNS広告配信（インスタグラム広告、ツイッター広告等）
・6/2 自社メディアにて記事作成～公開（以後計12本）
・6/28 参加者6名決定
・7/8 第2次 プレスリリースを配信（PR TIMES、@プレス等）
・7/15～7/30 クラウドファンディング、自社媒体での告知等

https://wemar.jp/10904/
https://wemar.jp/10703/
https://wemar.jp/11423/
https://wemar.jp/11206/
https://wemar.jp/11165/
https://wemar.jp/11374/
https://wemar.jp/11582/
https://wemar.jp/11774/
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本プロジェクトの目的と
行うことに対するメリット
広報、PR効果について
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本プロジェクトの目的と
行うことに対するメリット

弊社：弊社や自社メディアの認知とブランディングによる
案件獲得と優秀な人材確保

貴社：異業種への転職（Webマーケティング業界）するための
職業訓練期間と費用をカットし、個人、企業への双方の
人材紹介の幅を広げられる
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広報・PR効果

取り組みの話題性やSNS広告での情報拡
散から貴社サービスの「昼ジョブ」の認
知拡大に繋がります。また、同業他社に
て同じ取り組みを行っている企業様がお
らず、メディアなどからの取材や記事と
して更なるサービスの認知拡大に繋がり
ます。

①サービスの認知拡大 ②スキルの高い人材を企業へ紹介可能

参加者が未経験からWebマーケティング
スキルを習得し、営業とWebマーケティ
ングどこの会社でも引く手あまたの状態
になるスキルの高い人材を企業へ紹介が
可能になります。そのジョブチェンジモ
デルを確立させることで安心感から新規
ユーザーの登録の増加が見込めます。

広報、PRにて下記の2点が貴社への効果が見込めます。
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【共催オーディションタイトル】

(仮)即戦力として企業採用されるためのWebマーケティング講座「コンバジョニスタ」
※こちらに関しては貴社とお打ち合わせの上、決定をさせていただければと存じます。

【対象者】

夜職からのジョブチェンジを考えている方など
顔出し、名前だしがOKな方（オーデション時点からメディア出演許諾書が取れる方）

【合格者目標人数】

男女5名〜10名を目標

【3ヶ月（6か月間）の講座、動画制作、広報・PR広告費用】

貴社へのご負担がかからないよう全額弊社にてご負担いたします。
その他、紹介料に対するフィーなどは別途ご相談させていただけたらと思います。

その他


