
株式会社キャリアクリエイト

990-2423　山形市東青田2-10-9
TEL：023-641-8807／FAX：023-641-8902／E-mail：office@mirailab.info

『山形と関わりたい人』と地域をつなぐ



はじめまして！ヤマガタ未来ラボです

ヤマガタ未来ラボは、
キャリア選択する若者に「山形」が選ばれることを目的に、

若者と山形県内地域の人との

「ネオ親戚」「縁故採用2.0」のような

繋がりを作る・増やす活動を行っています。

■キャリアカウンセリング力を活かして話を引き出し

■WEBサイト・SNS・Youtube等で「クライアントの人柄」を伝えて、
ユーザーに親近感を与え

■出会うイベントや一緒に活動するインターンシップなど人と人の繋
がりをコーディネートする

これが、私たちの得意なことです。



こんなことでお悩みではありませんか？

情報発信をしたいが、人手
が足りない・どうやれば良
いかわからない…

口コミしてくれたり、SNSで
発信してくれるなどファンに
なってくれるお客様を増や
したい…

ノウハウ・スキルを持った
人に副業・兼業でも良いか
ら手伝って欲しい…

情報発信・集客について 人材採用について

自分たちの想いややりたい
ことに共感してくれる人材と
出会いたい…

見込み客

ファン

集客

採用

副業・兼業・インターン

あなたの

仲間
を増やす

お手伝い

できるところ

ありませんか？



私たちが出来ること

山形県にゆかりがある学生・社会人（県内・県外在住者）が、
山形県とのつながりを求めて、ヤマガタ未来ラボに集っています。
ヤマガタ未来ラボは、彼らと繋がるきっかけをご提供します。

県外

・山形に関わりたい
・山形に戻りたい大学１〜２
年生

・山形でいろんな経験
がしたい、もっと知りた
い大学1-2年生
・山形での就職検討
大学３〜４年生

・山形で働くことに
関心ある３〜４年生

県内

社会人

・ゆくゆくの
Uターンに関心もある
出身者とそのパート
ナー

・キャリアを模索する
　若手社会人

・転勤したての人

・前向きになれるきっかけを
探している人

・山形を応援・貢献したい
20〜50代

・県外と山形を行き来す
る生活に関心がある
30-50代

学生 社会人学生

Advantage

1

・山形が好き・想いがある。
・山形に関わりたい。
・価値観を共有する繋がりが欲しい
・山形をもっと知りたい。
・柔軟で囚われていない。
・「人」に関心あり。

ユーザーの
特徴

年齢層比…
10歳~24歳:約15%
25歳~34歳:約30%
35歳~44歳:約30%
エリア比…首都圏 :約30% 山形県内:約40%
男女比 …約半々

プログラムに参加するユーザーを「研究員」
と呼び、研究員は山形県内の人に話を聞
いたり体験して、レポート記事を書いていま
す。

”なんかもっと山形に関わりたい”と
山形との関わりを求めて
ヤマガタ未来ラボに
やってきます。
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私たちが出来ること

Advantage

2 コーディネーターが
伴走します

採用・インターン・人事領域、イベント集客で実績を

出してきました。

人と人・地域・企業が上手くマッチするために

プロジェクト組成、

魅せ方・伝え方・繋ぎ方を工夫する

コーディネートが得意です。

採用・インターン・集客・人事領域で実績を出してきたコーディネーターが、

あなたのプロジェクトに伴走支援します。



私たちが出来ること

キャリアカウンセリング力を活かして話を引き出し、「クライアントの人柄」を伝えてユーザー
に親近感を与え、人と人の繋がりをコーディネートします。

Advantage

3
御社に合った
『経営課題・経営資源を活かした施策』
をご提案します

採用ブランディング

記事 動画

記事広告
体験プログラムの

販売

長期インターン
副業・兼業プログラムの

コーディネート

ヤマガタ未来ラボプ
レミアム会員

就職・転職潜在層向け
プログラムの
コーディネート

コミュニティ作り
コーディネート



　採用ブランディング

　記事広告

（記事）

・山形県アンテナショップ（東京・食品小売店販売職）：応募3名→採用２名

・自動車整備士：応募1名→採用1名
・おきたま産直センター（農事組合法人営業事務）：応募2名→採用1名
・つたや（旅館接客職）：応募3名→採用２名

・株式会社ベーシック（WEBエンジニア）：応募1名→採用1名
・小嶋総本店（酒造メーカー）：採用１名

（記事＋人材紹介サービスの併用）

・会計事務所：紹介者の入社率…100％　（応募者…4名、紹介者…4名、入社…4名）

・金融機関：紹介者の入社率…100％ （応募者…1名、紹介者…1名、入社…1名）

・山形大学（起業家育成プログラム）

・鶴岡市（UIJターンプログラム）

・山形市（Uターン者向け起業イベント）

・株式会社めぐるん（企業ブランディング）
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実績・事例

（動画）

・株式会社三栄本社→高校生採用内定

だし

・山形朝日株式会社（精密機械加工メー

カー）

　体験プログラムの販売
　※全て1日1万数千円、1ヶ月10万円程度で販売

・有機農家・農家レストラン・民宿

・絨毯メーカー

・陶芸家

　長期インターン・副業プログラム
※社会人が山形県内のプロジェクトを手伝う

・合同会社COCOSATO（酒田市）

・株式会社出羽屋（西川町）

・鶴岡市・酒田市の移住支援プログラムとして実施

　ー関川しな織のPR
　ー鶴岡ばばごっつぉ PR
　ーインバウンド戦略企画

　ーWEBマーケティングの企画アイディア出し

・自主運営

　ーやまらぼインターン



　コミュニティ形成・コーディネート

　イベント

・山形県企画調整課（山形の 2030を語る会）

・山形県市町村課、長井市、寒河江市、飯豊町、最上地方（ UIターン支援）

・国勢調査PR

・自主開催

　ーヤマガタユアターンサミット（ UIターン支援・  2012年から8回開催・毎回100人参加）

　ーやまらぼトーク（学生と社会人・毎回 20名参加・10会開催）
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実績・事例

　就職・転職潜在層向けプログラム

・自主開催

　ーやまらぼシゴトリップ（企業 15社、学生44名参加）

・小座間農園（天童市・山形さくらんぼ部・収穫ボラバイト）

・自主運営

　ー山形キャリ女ラボ

　ースジェールバー（東京で未来志向の山形県人会・５年間）

　ーオガールバー（山形県内でヤマガタ未来ラボのオフ会）

　ヤマガタ未来ラボ・プレミアム会員

・自主開催

　ーやまらぼシゴトリップ（企業 15社、学生44名参加）
・鮭川村

　有料講座の運営

・WEBライティング講座

・自分の未来を作るゼミ

ヤマガタ未来ラボのサイト機能を自由にお使い頂けます。



ヤマガタ未来ラボプレミアム会員

ヤマガタ未来ラボでお客様アカウント（ID・パスワード）を発行し、

ヤマガタ未来ラボのサイト機能を自由にお使い頂けます。

お客様
アカウント

発行

ご利用いただけるヤマガタ未来ラボの機能

コラムに記事が書ける
※スマートニュースに転載されます

イベントページ
イベント情報を掲載できる

コミュニティ
自分のコミュニティのメン
バーを募ることができる

求人記事
仕事の魅力を伝える文章・写真
・募集要項を掲載できる

体験プログラムの販売
有料で販売することが出来る

長期インターン・
副業プログラムの掲載
人材を募集することができる

就職・転職潜在層向け
プログラムの掲載
まずは話を聞いてもらう機会を
作ることが出来る

※やりたいけど自分では出来ないという方には、
　特別に編集長が御社のアシスタントとして動きます！



ヤマガタ未来ラボの実績

会員数　2800人 ページビュー（月間）

　8〜5万 PV
※2021年4月現在

東京で開催した山形イベントに参加した延べ人数

　約2000人

SNSフォロワー数

3,685

学生向け

1,130

1,985

333

学生向け

いいね　4,362

フォロー　4,000

これまでに就職・転職・移住・関係人口に関わった人数

　約100人以上

メールマガジン送信
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【一例】
・東京から山形市にUターンしたWEBエンジニア。結婚
して二児の父に。勤務先は東京のまま 5年以上リモー
トワーク。

・東京の会社を辞めずに鶴岡市に Uターンしリモート
ワークで働く。

・未来ラボ掲載のコミュニティのイベントに参加して鮭
川村の地域おこし協力隊と知り合ったことがきっかけ
で東京からUターンして鮭川村の協力隊になる。

・東京のイベントに参加した人が酒田市に Uターンして
民間企業に就職。

・求人記事を見て、西川町の旅館に東京の人が就職。

・山形県内在住の人が、求人記事掲載の県内企業に
転職。

・大学生が、記事をきっかけに声をかけられていた企
業の社長と話そうと決意し新卒入社。

・Uターンを迷っていた看護師が、農家レストラン体験
で相談し決断、庄内に Uターン。

・イベント参加者が、 Iターンし置賜地方の地域おこし協
力隊になる

・イベント参加者が、酒田市に Uターン転職し、飲食店
の店長になる。

・イベント参加者が、置賜地方に Uターンしピザ店を開
業する。



【キャリアクリエイト】その他の人事サポートサービス

・人事制度の設計　・人事力アップ講座

・対話型経営者サポート『ディスカッションパートナー』

・インターンシップ
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※ 詳しくはお問い合わせ窓口でご相談ください。

採用

・人材紹介サービス（新卒・中途） 20年500人以上の実績

・外部人材の活用（副業 /兼業人材マッチング）

・採用ブランディング・コミュニケーション設計

・採用アシスタントサービス

育成

・教育訓練規定の整備

・各種研修（マネジメント研修、リーダーシップ研修、コミュニケーション研修、マナー研修、

新入社員研修、内定者研修、戦略 MQ会計ゲーム（MG）、TOC）

配置 ・組織風土サーベイ（人材研究所 と協業）

評価
・評価制度の構築（人材研究所 と協業）

・評価者訓練の実施（人材研究所 と協業）

報酬
・報酬制度の構築（人材研究所 と協業）

・フィードバック面接訓練の実施 （人材研究所と協業）
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無料相談受付中

ヤマガタ未来ラボ、人材採用・人事サポートについて相談したい、広報体制を改善したいという方はご相
談ください。
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電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ

023-641-8807
平日9:00〜17：00

welcome@career-create.co.jp

会社名・氏名・メールアドレス・電話番号を

ご記入の上、お問い合わせください

https://www.career-create.co.jp/
当社のホームページでも資料請求・お問い合わせができます。資料の郵送も承ります。
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