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Hello,world !

あの日見つけた広告が
わたしの心を揺さぶった。
思わずあの人にも教えたくなった。
話題が広がり、みんなのくらしを動かした。

今わたしは広告を作る仕事をしている。
想像していたよりも難しい。
でも、充実している。
仲間と一緒に乗り越えてきたから。
成長が毎日あるから。

これからは、
あなたと一緒に挑戦していきたい。
そして、広告に触れるみんなのくらしに
もっと彩を咲かせていきたい。

さあ一緒に、
こころ動かすことをしよう。
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私はその通りだと考えます。

アイ・クリエイトは、常に進化する市場のトレンドやニーズに合わ
せて、お客様の課題を解決するために最適なソリューションを提
供する企業を目指しています。そのため「地域 No.1ソリューショ
ンプロバイダー」を目指し、未来へつながるためのチャレンジを
しています。

そのため、お客様のために学ぶことを怠らず、チームワークを大
切にし、常にプラス発想で素早い対応ができる方を探しています。
スキルやテクニックは入社してからでも磨き上げられます。5年後、
10年後を見据えて、お客様のため、地域のため、そして自分
のため、一緒にチャレンジしませんか。

皆さんと一緒に働けることを楽しみにしています。

MESSAGE

代表取締役社長 五十嵐 友和

未来へつながるための
チャレンジを。
未来へつながるための
チャレンジを。
強い者が生き残るのではなく賢い者が生き延びるのでもない
唯一生き残ることができるのは変化に対応できる者である

チャールズ・ダーウィン
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働く環境
私たちが手掛ける広告は、社内の多くの部署と社員が関わり制作されています。
その連携を活性化できるよう、オフィスはワンフロアでボーダレスな空間に。
社員が自由に使えるカフェスペースやドリンクサーバーもご用意しています。OFFICE

ワークスペース

執務スペースワークスペース

エントランス 集中ブース 応接ルーム

休憩スペース / カフェコーナー

ミーティングルーム

フリードリンク
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ランチ勉強会

月に1度の勉強会。みんなで意見を出し合い
ながら、デリバリーランチを食べます。今回
の私のオーダーは「大人様ランチ」

楽器を弾くのが趣味でエレキベース歴は10年。
地元の知人とバンドを組んでライブもしていま
す。よかったら観に来てください！

Column

柴田柚輝　

デザイナーに
依頼をしていた自社媒体の
POPスタンドが完成しました！
企画営業部と協力して横手市内・市外の
スーパーや道の駅など配本へ。

飲食店の女将さんから
のれん制作のご相談が。
企画営業部の先輩へ
相談しながら
案件を進めます。

フリーマガジン「どあっぷなう」
の打ち合わせ。
同時並行で生産事業部へ印刷
スケジュールを確認します。

オフショット

ディレクターと相談し、
今日片づけてしまう作業

と明日に回す作業の判断を
します。 一人では終わりそうに

ない時は先輩にヘルプッ!

Column

JS(JavaScript)を猛勉強。
集中したいときはテントに
こもって作業しています。
因みに私の趣味はキャンプです。

午前中は仕事が捗る
時間なので、なるべく
集中力が必要なもの
からコーディングを始
めていきます。

2018年入社  営業
佐々木 薫

2020年入社
フロントエンドエンジニア

定額制デザインサービス
「デザサポ」に
東京からお問い合わせが。
遠方の方へはスカイプで
内容をお伝えします。

デザインのセオリーについてセミナー視聴。
デザイナーの意図をより早く、正確に理解で
きるようにコーディングだけではなくデザイン
も勉強中です。

先
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♪
♪

マーケティングセールスグループと一緒
に自社セミナーLP制作の打ち合わせ。
どんなコンテンツやデザインにすればより

セミナーに申し込んでもらえるか、
一緒に考えます。

住宅メーカーのイベント
告知用のバナーを制作中。
普段は好きな坂道系アイドル
の音楽を聴きながら作業して
います♪

WEBディレクターから
デザインOKの知らせが！
エンジニアに制作した

デザインデータを渡します。

制作したチラシについて、
先輩デザイナーにフィードバックをもらいます。
アドバイスをもとにデザインを修正していきます。

ECサイト制作のお問い合わせ。システムの機能
要件や実装方法について、クリエイティブグループ
のエンジニアに相談します。

WEBサイト制作に必要な原稿や素材の準備に
ついて、クライアントへ電話で確認中。
お客さまの不明点がないか、都度確認しながら
制作を進めます。

年に一度のお楽しみ

毎年夏にアイ・クリエイトのみんなでBBQ大会を
しています！他にも隔年での社員旅行など、社
員同士が交流できる機会が沢山あります。

Column

新規案件の進め方やクライアント
への確認事項について、先輩
WEB ディレクターと打ち合わせを
行います。

クライアントの要望を踏まえて、
ワイヤーフレーム(サイトの設計図 )
を作成中。
特に集中したいときは、パーソナル
ブースでもくもくと作業します！

2022年入社  デザイナー 2022年入社 WEBディレクター

近藤友香近藤友香粕加屋遥介

社内の営業メンバーと一緒に営業ロープレを
実施。クライアントに寄り添ったヒアリングとご
提案ができるよう日々勉強中です！

Column
営業ロープレ
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SERVICE 事業紹介

企業の課題解決をサポートし、
そこから繋がる人々のくらしに
彩を咲かせます。

広告は地域の活動やサービスをお客様に伝えるために大
切な役割を担っています。インターネットやスマートフォン
の普及に伴い、広告の在り方は日々変化しています。ペー
パーメディアの広告費は減少しつつありますが、印刷技術
の革新や、WEB メディアとの融合、紙だからこそ可能な
情報の伝え方などで注目を集めています。

アイ・クリエイトは企業の課題解決のため、これまで培っ
てきた印刷・広告事業の知識とデジタルメディアの技術を
駆使し、「お客様のお客様」を見据えた広告・プロモーショ
ン活動をお客様にご提供しています。

そして、企業の課題解決に加え、「地域を盛り上げる」こ
とも私たちの使命。多くの企業との繋がりを活かし、情
報の発信・共有のため自社サービスのプロデュースにも取
り組んでいます。

動画制作
SNSや様々なデバイスの普及で用途が広がっている動画。
5G 時代には必須の媒体です。WEB、YouTube 動画
からTVCM、ビデオまで効果的な撮影·編集手法で動画制作
をプロデュースします。

WEBを活用しPR のお手伝いがしたい。そんな思いを持
つディレクター、デザイナー、エンジニアがチームとなり、
県内外の企業イメージをカタチにしています。

パンフレットやチラシなどの制作を扱うサービスです。「分か
りやすい・相談しやすい」そんなサービスを目指し、日々、
営業部と制作部が協力し運用しています。

デザイン依頼し放題のサブスクリプションサービス。チラシ
や WEBデザインの制作工程のみに特化することで、定額
制によるサービスの提供を実現。人手不足や経費削減に
悩む全国多数のお客様にご利用いただいています。

セミナー主催
イノベーションを生み出し秋田を豊かにする。これまで地域
社会の活性化を目指し Yahoo! JAPAN や SoftBank、
LINEなど大手企業から講師の方をお呼びしてセミナーを
開催してきました。これからもWEBやアプリを活用したノウ
ハウを地元企業の方 と々共有し、さらに秋田を盛り上げて
いきます。

秋田県南の地域密着型フリーペーパー。旬な話題やイベン
ト情報、企業の広告などを毎月発行しています。スーパー
や道の駅などに設置し、主婦層を中心に好評を頂いていま
す。LINEでも配信しています。

横手市·湯沢市の新聞に折り込まれる集合広告チラシ。
LINEでも連動配信しています。横手版は掲載した広告の
内容をコミュニティFMでパーソナリティが読み上げるという
独自のサービスも行っています。

SNS活用支援
企業のプロモーションの場として当たり前となったSNS。ファ
ンを獲得するための Facebook・Twitter・Instagram
などのSNSマーケティングをするほか、LINE公式アカウン
トの導入からデザイン・仕様のカスタマイズなども対応。多
くのお問い合わせをいただいています。
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社内研修
社員同士が講師を務め、社員のスキルアップを随時サ
ポートしています。

各種セミナー受講
外部開催セミナーやオンラインセミナーなど、就業時間
内であっても積極的な参加を促しています。

外部講師講習
外部講師を社内に招いての研修です。

資格取得支援
社員の資格取得をバックアップしています。受験料や諸
経費は会社が負担します。

情報共有タイム
社員同士が交代制でざっくばらんに自分の知識を提供し
合います。着目点や感じ方の違いに、各々が新しい見
解を得ることができます。

図書コーナー
ビジネス書やマガジンなど新刊を取り入れ、社員に自由
に貸出しています。社員からリクエストがあれば会社で
書籍を購入し、随時本棚に追加していきます。

新入社員研修
入社後に各事業部を体験していただきます。社員とコ
ミュニケーションを取りながら基礎的な知識を身に着け
ることができます。
　
　-基本ビジネスマナー研修（新卒の方）
　-総務・経理業務の基礎講座
　- WEBの基礎講座
　- DTPの基礎講座
　-デザイン業務の基礎講座
　-印刷・製本業務の基礎講座

メンター制度
新卒・キャリア問わず、部署配属後にはメンターがつく
制度です。仕事の流れや業務内容についてのレク
チャー、サポートを受けることができます。

すべての社員新卒・キャリア採用

お客様を大切にすることはもちろんのこと、全ての社員とそ
のご家族に幸せになっていただくことが社員のやる気につ
ながり、結果、世のためになる良い仕事を産むのだと思い
ます。

そのためには、人生100年時代を生きるために、そして、
時代の変化に対応できる企業として、社員一人一人のスキ
ルアップが必要です。アイ・クリエイトでは皆さんのスキルアッ
プのため、様々な研修、サポート制度をご用意しています。

新しいことを学ぶと、ワクワク、ドキドキしますよね。それは
私自身も同じです。ぜひ一緒に新しいことにチャレンジをし
て、世間やお客様が必要とする価値を一緒に創りあげてい
きましょう。

ワクワクしながら、
新しいことにチャレンジしよう。
ワクワクしながら、
新しいことにチャレンジしよう。

SUPPORT育成・研修

代表取締役副社長 赤川 彰
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インターンシップ

会社概要
勤務先

雇用形態

就業時間

各種手当

休日・休暇

横手オフィス（ 秋田県横手市 ）

正社員（入社後3ヶ月の試用期間あり）

8：35～17：30

マネジメント手当・専門職手当・職務手当・扶養手当・通勤手当など

土曜日（※ 月2回）・日曜日・祝日・夏季・冬季
有給休暇・慶弔休暇・育児休暇・介護休暇・子の看病休暇など
※ 会社カレンダーによります

1. エントリー

2. 会社説明会

3. 一次選考

4. 二次選考

5. 最終選考

6. 内定通知

7. 内定式

8. 入社式

当社WEB サイトより、エントリーを実施

会社概要説明、先輩社員との交流
持ち物 : 筆記用具

筆記試験 ( 適性試験・一般教養試験 )
提出書類 : エントリーシート( 当社指定様式 )・履歴書・成績証明書・卒業見込み証明書
持ち物 : 筆記用具

一次面接

役員面接

郵送にて内定通知をお送りします

入社が決まった方を対象に10月上旬に内定式を行います

4月上旬に入社式を行い、入社後は新入社員研修を行います

採用情報

選考フロー

Check
!

Check
!

受け入れ対象　中学生・高校生・専門学校・大学生（国内）・大学生（海外）
株式会社 アイ・クリエイト
https://www.ai-create.net /

contact@ai-create.net
entry@ai-create.net

TEL. 0182-32-1150

会社名
　
住所

設立
　
資本金
　
代表

組織

　

事業内容

　

従業員数

福利厚生

株式会社 アイ・クリエイト

横手オフィス　秋田県横手市安田字向田202
生産センター　秋田県横手市神明町5-22

1954年9月

2,000万円

代表取締役社長　　五十嵐 友和
代表取締役副社長　赤川 彰

【 経営管理部 】
   　総務・事務グループ
【 ソリューション事業部 】
   　マーケティングセールスグループ
   　クリエイティブグループ
【 生産事業部 】
   　印刷製本グループ

WEB・グラフィックデザイン事業
WEB・SNSマーケティング事業
アプリ・システム開発事業
広告・印刷事業

37人 （ 2022年11月現在 ）

雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・有給休暇
退職金共済・退職金制度・借り上げ社宅制度・健康診断・慶弔金
社員旅行・BBQ・資格取得支援・研修制度

留学生から地元の中学生まで毎年複数名の学生さんを受け入れております。
時間の許す限り、制作のイロハから営業体験まで多岐に渡る仕事を体験していただいております。
ご希望の方はお気軽にお問合せください。

代表メール
採用専用メール

職種や募集要項など
詳しくはこちら

会
社
概
要

採
用
情
報
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