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Workers Live, Workers Life.

WJB LLC

働くことを楽しくするコミュニティ



働き人と、生きていく。

働き人が、活きていく。

Workers Live, Workers Life

働くことは本来、自分の時間やスキルを切り売りするような

行為ではなく、生きることそのもの。

だとしたら、働く時間はすこしでも楽しいほうがいい。

自分らしくいきいきと、働くことを丸ごと楽しむ。

そんな「働き人」が増えたら、世界はもっと豊かになるはず。

そう信じて、WJBは生まれました。

働き人が持つ、ほんとうの価値に光を当てること。

働き人が自分たちの手で、より良いコミュニティを育み、

活躍と成長の場を切り拓いていくこと。

「今日も、働くことが楽しい」

当たり前のようにそう言い合える世界を、

これから出会うすべての人と一緒に、目指していきます。
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大事なのは、仕事もプライベートも「楽しむ」こと

WJBは

働くことを楽しくするコミュニティ
WJBは、よくあるお仕事マッチングサービスではありません。

「働くことが楽しい世界」を、みんなで一緒につくるために生まれたコミュニティです。

働くことは、生きることそのもの。だからこそ、人生まるごと、楽しいものに変えていきませんか？

あなたの全てで、選ばれよう

楽しむ人ほど、頼まれ、収入に変わる

仕事か、プライベートか。どちらかを選べばどちらかが犠牲になる、

そんな思い込みを捨てて、仕事でも、プライベートでも、好きなことを楽しみませんか。

仕事は、スキルだけではうまくいきません。これまであなたが培ってきた経験や人間性、人生観、仕事仲間……

その全てが「働き人」の価値だと私たちは考えています。

働くことで、収入も「楽しさ」も得られる。楽しめば楽しむほど評価され、コミュニティ内で頼られ、サポートFeeを受け取れる

そんな働き人が増えれば、世界はもっと豊かになると信じています。

01 WJBとは



私たちの考える「働く」ということ

Works Jobs Business

「作業」「仕事」「商売」。

「働く」とひと言でいっても、「作業」に打ち込む人もいれば、

「商売」を広げる人もいる。

人によって、得意・不得意も分かれるはず。

自分を活かせるチャンスに出会い、

お互いに協力し合い、必要とし合うことで、

働くことはもっと、楽しいものになっていくと考えています。
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02 わたしたちの思い

指示された作業を

完遂する

Works

自分から考えて

成果を出す

Jobs
商売として

継続・発展させる

Business



POINT POINT POINT
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得意でつながろう、苦手は支え合おう

「つながり」で

コミュニティ

01

WJBの特長は、人脈のつながりを

ベースに、あなたのコミュニティが

新しい価値を生み出します。

ゼロから別のことに取り組むのでは

なく、今ある「つながり」を活かし、

新しい働き方を目指してください！

あなたの得意で

新たな価値を
02

あなたの得意は、誰かの苦手

コミュニティ内で困っている方のサ

ポートをして、「サポートFee」を

得ることができます。

もちろん、あたなの苦手をサポート

してもらうことも

※サポートFeeはサービスが支払う

サービスづくり

も一緒に
03

あなたが欲しいサポートや機能、イ

ベントなど…

コミュニティのメンバーとして、ど

んどん意見を聞かせてください！

WJBをもっと良くするためのサービ

スを一緒に考え、つくっていくこと

ができます。

03 WJBの特長

© WJB LLC



POINT あなたのコミュニティーを

活用し、新しい働き方を

WJB最大の特長は、「つながり」

リアルの人脈をベースにし、コミュニティ内での「つながり」が、あ
なたの新しい働き方を実現させます。

「つながり」は、
サービスに新たにメンバーを紹介したり、サービス内で案件をこなし
たり、サービス側のイベントに参加したり、
自ら動くことで、自ずと拡がります。

これまで、限られていた中だけでの人脈が、サービスを活用し「つな
がる」ことで自身のコミュニティをつくり、拡がる。

そして、あなたは、拡がったコミュニティをさらに活用することで、
誰かの苦手をサポートしたり、自身の課題をサポートしてもらったり、

これまで、できなかったことや新たに挑戦したいことをサービス内の
コミュニティからサポートを受けながら進めることができます。

「友達の友達は、友達」、更にその先の友達も友達

これまでは、赤の他人だったとしても、「つながり」があれば、安心
してサポートを得られることができます。

これまでできなかったこと/難しかったことを、できるに変えることで、
あなたの新しい働き方がきっと見つけられる！
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03 WJBの特長
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『あなた』が紹介した『Aさん』、『Aさん』が紹介した『Bさん』『Cさん』が登場します。

『Bさん』『Cさん』が、バリバリ働いている中で出てきた課題を、 『Aさん』や『あなた』がサポートできる環境を提供します。

リアルでも、友達の友達に相談をして乗り越えたことはありませんか？

しかし、そこに対価を求めるのは難しい場合もありますね

これまで得られなかった新たな収入を得ることができ、それはあなた自身の新しい働き方のきっかけになります

「つながりサポート」のイメージ

03 WJBの特長



POINT みんなが没頭できる環境を

あなたのサポートで

「つながり」を活かし、

働くことを楽しいことにするための様々なサポートを受けられます。

例えば、あなたが紹介し、その先でさらに紹介されたメンバーが、

Offerされた案件で困っている際に、あなたが得意なことでサポートし、

それのサポートを収入に変えることができます。

※その逆ももちろんできます。

また、自身のコミュニティーの中で、得意な人が見つからない場合は、

サービスを通して、得意な人と新たに「つながる」こともできます。

あなたの得意は誰かの苦手、あなたの苦手は誰かの得意

互いに支え合うことで、新しい価値を生み出しましょう。
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苦手やはじめの怖さをを得意な人からのサポートで解消

あなたのコミュニティの先で出会えるつながり

サービスからのつながり紹介やサポートを得られる仕組み

02

03 WJBの特長



POINT

サービスづくりも一緒に

WJBは、単なるマッチングサービスではなく、

働き人と一緒につくる「コミュニティ」です。

だから、参加するメンバーたち一人ひとりが、

コミュニティをより良いものにするための意見を出し合って、

みんなのアイデアを活かし合い、

あったらうれしいサポートや機能、イベントなどを

どんどん拡充させていきたいと考えています。

そして、働くことが楽しいと感じる人を、

一人でも多く増やしていきたいと考えています。

あなたが、働くことをもっと楽しむために、

今ほしいサービスや、実現させたいことは何ですか？

その想いを、WJBで一緒にかたちにしませんか？
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案件を始動させる際に苦労しがちな「最適な人材探し」や「サポート」。依頼する際は、0円でサービスを利用できます。

※一部、有償対応あり

手数料0円で、案件依頼が可能

WJB最大の特長でもある「つながり」により、案件報酬だけで

なく、コミュニティの中でサポートすることにより得られる

「サポートFee」を収入にすることができます。

人脈を収入に換えられる 01
個人で受けられる仕事はもちろん、プロジェクトチームの一員

としてさまざまなメンバーと一緒に大きな案件に挑戦すること

もできます。

個人でもチームでも仕事ができる

WJBは紹介制のコミュニティであり、かつ、スキルだけでなく

経験や人間性などを踏まえた上で働き人を総合的に評価してい

ます。このため、信頼のおける質の高い人に仕事を依頼するこ

とができます。

質の高い人材を探せる

対応している仕事のご相談や、要望に応じた人材のご紹介など、

案件をスムーズに推進するためのサポートを受ける事ができます。

気軽にサポートが受けられる

05

自分に合った仕事ができる。依頼もできる。

WJBでは、仕事を受注するだけでなく、自分が依頼主となって誰かに仕事を頼むこともできます。

得意な仕事は積極的に受け、そうでない仕事は誰かの力を活かす。

そうやってお互いに協力し、必要とし合うことで、好循環を生み出していきませんか。

04 WJBでできること

※一部有償対応あり



※サポートFeeの条件を満たしている場合

WJB登録者から

紹介メールを

受け取る。

00
STEP

自分のスキルを

入力して、登録。

仕事探しに便利な

ツールを活用！

01
STEP

運営チームと面談をして

働き方やお仕事に関する

相談をしましょう

02
STEP

お仕事のご案内が

きます。

03
STEP

友人、知人をWJBへ

招待しましょう！

個人 or チームで

お仕事をスタート

しましょう

案件が無事に終了したら、

報酬とサポートFee※を

受け取ります

06
STEP

04
STEP

05
STEP

WJB登録者から

紹介メールを

受け取る。

00
STEP

自分のスキルを

入力して、登録。

仕事探しに便利な

ツールを活用！

01
STEP
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WJBの利用方法

05 WJBの利用方法
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WJBのビジョン

私たちのビジョンは、「働くことが楽しい世界を創造すること」

働くということは、本来、時間やスキルを切り売りするような行為ではなく、生きることそのものだと、私たちは考えています。

それぞれが持つ個性という価値を活かすことで「働くこと」がもっとポジティブなものとなり、人生を豊かにするのではないでしょうか。

「働くこと」と「働き人」の価値を再定義し、これからの世界を、より豊かで創造的にしていく集団でありたいと思っています。

参画メンバーによるサービス/システム構築

私たちは、サービスの立ち上げの段階からWJBの参画メンバーにより、サービススキーム構想/システム構築/プロモーション施策を実施

してます。WJBにおける全ての取り組み自体を、「個性でつながり、個性を活かし合う」というわたしたちの理念のもと実行しています。

※サービス運営に際して、WJB.llc 自体は幹事会社としての位置づけとなります。

すべての「働き人」が集うプラットフォームへ

WJBのプラットフォームは、職種・人種を問わず、あらゆる「働き人」が所属することのできる、インクルーシブなプラットフォームです。

限られた職種、業界人のためのものではなく、全ての「働き人」のための場所です。

ここで繋がり、学ぶことで、「働くこと」に希望と面白さを感じられる場所です。

06 ビジョン
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会社名

代表

所在地

事業内容

WJB LLC（WJB合同会社）

安島丈雄

東京都港区六本木5-18-18

プレシャス六本木ビル 2階

コミュニティー＆プラットフォーム運営者

実績（一部抜粋）
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会社概要

WJB SERVICE SITE

https://application.wjb.jp/

WJB合同会社について

07 会社概要・お問い合わせ

+81 3 6758 1899

contact@wjb.jp

■人材派遣/紹介関連

・H社 【SES】システム開発エンジニア

・F社 【SES】システム開発エンジニア

■開発関連

・M社 【開発】新規EC/物流システム 企画構想

・U社 【開発】 新規サービス企画/プロトタイプ制作

■映像配信関連

・K社【映像配信】 IR関連イベント （ハイブリット開催：3000接続）

・S社【映像配信】 IR関連イベント （ハイブリット開催：1000接続）

・I社【映像配信】 顧客向けイベント（フルオンライン開催：1000接続）

・K社【映像配信】 事業概要紹介 （フルオンライン開催：500接続）

・F社【映像配信】 事業説明会 （ハイブリット開催：100接続）

・P社【映像配信】 ビジネス研修 （ハイブリット開催：100接続）

■プロモーション関連

・Y社 【販促】 新製品 展示会（BtoB向け）出展

・W社 【販促】 サービス概要資料

・S社 【販促】 新事業（BtoB向け）コンテンツ
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