
トップページ ミドル（コンテンツ）ページ

Ｗｅｂサイト制作実績

フレッツ光メンバーズクラブ
https://members-club.flets.com/pub/

通常更新作業 運用ｼｽﾃﾑ構築 ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作バナー制作

■クライアント／東日本電信電話株式会社様/NTTレゾナント株式会社様
■実施時期／2009.12～

Ｗ ｅ ｂ

4



トップページ

Ｗｅｂサイト制作実績

フレッツ光メンバーズクラブ

コミュニティ
https://members-club.flets.com/pub/pages/community/

ｼｽﾃﾑ構築 コーディング

■クライアント／東日本電信電話株式会社様
■実施時期／2012.8～

ミドル（コンテンツ）ページ

運用更新

5

Ｗ ｅ ｂ



6

光Happyタウン
https://members-club.flets.com/pub/pages/coupon/ ■クライアント／東日本電信電話株式会社様

■実施時期／2011.7～

Ｗｅｂサイト制作実績

運用更新システム構築

群馬支店

栃木支店

神奈川支店

ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作

Ｗ ｅ ｂ



7

光Happyタウンスマートフォン
https://sp.flets-members.jp/pub/happy_sp/area_top/5.html ■クライアント／NTTラーニングシステムズ株式会社

■実施時期／2011.12.～

スマートフォン版

コーディングデザイン制作

Ｗｅｂサイト制作実績

システム構築

Ｗ ｅ ｂ



トップページ

ミドルページ

Ｗｅｂサイト制作実績

NTT東日本各支店 光Happyﾀｳﾝ
（東京支店様）
https://members-club.flets.com/pub/pages/hikarihappy/tokyo/

企画 ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作

■クライアント／NTT東日本電信電話株式会社様
■実施時期／2013.10～公開中

Ｗ ｅ ｂ

8

デザイン コーディング

バナー制作 運用更新



9

高校生が考えた商品アイディア甲子園
https://members-club.flets.com/pub/pages/pointmenu/gotouchi/idea-koushien4/

■クライアント／東日本電信電話株式会社様
■実施時期／第四回 2014.03～2014.06

Ｗｅｂサイト制作実績

運用更新制作 ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作

Ｗ ｅ ｂ

第一回アイディア甲子園トップページ 第四回アイディア甲子園トップページ



10

Ｗｅｂサイト制作実績

フレッツ光メンバーズクラブ
コンテンツ制作
https://flets-members.jp

通常更新作業 運用ｼｽﾃﾑ構築 ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作バナー制作

■クライアント／東日本電信電話株式会社様
■実施時期／2011.12～

J-JAZZタイアップ企画

光Happyタウン使って
トクトクキャンペーン企画

NFL JAPANタイアップ企画

Ｗ ｅ ｂ

J-JAZZタイアップ企画



トップページ

ミドルページ

Ｗｅｂサイト制作実績

オフィスICTまるごと相談
http://www.ntt-east.co.jp/ictsoudan/

企画 コーディング ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作デザイン

■クライアント／NTTレゾナント株式会社様
■実施時期／2011～公開中

Ｗ ｅ ｂ

11

撮影 運用更新 バナー制作編集



トップページ

モバイルページ

Ｗｅｂサイト制作実績

NTTｶｰﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ NET CASH
http://net-cash.jp/

企画 コーディング 運用ｼｽﾃﾑ構築デザイン

■クライアント／株式会社NTTカードソリューション様
■実施時期／2013.08～公開中

Ｗ ｅ ｂ

12

ﾂｰﾙ制作・改修 ﾓﾊﾞｲﾙﾍﾟｰｼﾞ制作



13

Ｍａｎａｖｉｎｏ（マナビノ）
https://manavino.jp/

■クライアント／NTTラーニングシステムズ株式会社様
■実施時期／2011.10～公開中

Ｗｅｂサイト制作実績

システム構築企画

トップページ

Ｗ ｅ ｂ

モバイルページ

コーディングデザイン

ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作運用更新 アプリ制作



14

大学受験倶楽部
http://jukenclub.manavino.jp/

■クライアント／NTTラーニングシステムズ株式会社様
■実施時期／2012.05～公開中

Ｗｅｂサイト制作実績

システム構築企画

Ｗ ｅ ｂ

モバイルページ

コーディングデザイン

ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作運用更新

トップページ



15

株式会社シューズセレクション様
http://www.water-front.co.jp/

■クライアント／シューズセレクション株式会社様
■実施時期／2012.04～

Ｗｅｂサイト制作実績

運用更新HTML5

Ｗ ｅ ｂ



16

株式会社オリオンツアー様
http://www.orion-tourbus.jp/ ■クライアント／株式会社オリオンツアー様

■実施時期／2011.10～

Ｗｅｂサイト制作実績

コーディングデザイン

京都紅葉特集2010

Flash制作

都内のホテルに泊まろうSP

早トクキャンペーン

Ｗ ｅ ｂ



17

旅スタ
http://tabista.com/

■クライアント／株式会社オリオンツアー様
■実施時期／2011.6.1～

Ｗｅｂサイト制作実績

デザイン企画

旅スタ_TOPページ

旅スタ_サブページ

システム構築 FLASH制作

運用更新モバイルページ作成

旅スタ_モバイルTOPページ

Ｗ ｅ ｂ



18

尾木ママ講座
http://n-academy.jp/ogimama/lp.html ■クライアント／NTTナレッジ・スクウェア株式会社様

■実施時期／2011.07～

Ｗｅｂサイト制作実績

デザイン企画

ランニングページ

Ｗ ｅ ｂ



FLASHページ

Ｗｅｂサイト制作実績

メンタルヘルス
http://www.fom.fujitsu.com/elearning/list.html

デザイン コーディングFLASH制作

■クライアント／NTTラーニングシステムズ株式会社様
■実施時期／2011.03／2013.09

Ｗ ｅ ｂ

19



20

バイゾウTOWN 紹介マンガ
http://www.ntt-card.com/member/baizotown/introduction/ ■クライアント／ NTTファイナンス株式会社様

■実施時期／2011.02

マンガ掲載ページ

Ｗｅｂサイト制作実績

マンガ制作デザイン バナー制作Flash制作

Ｗ ｅ ｂ



21

日本カーソリューションズ株式会社様
http://www.ncsol.co.jp/

■クライアント／日本カーソリューションズ株式会社様
■実施時期／2010.10～

Ｗｅｂサイト制作実績

コーディングデザイン Flash

トップページ

運用更新

Ｗ ｅ ｂ



トップページ

ミドルページ

Ｗｅｂサイト制作実績

NTTソルコ様
http://www.solco.co.jp/

運用更新 コーディング

■クライアント／NTTソルコ株式会社様
■実施時期／2010.03～公開中

Ｗ ｅ ｂ

22



トップページ

ミドルページ

Ｗｅｂサイト制作実績

NTTビジネスアソシエサイト様
http://www.ntt-ba.co.jp/

通常更新作業 バナー制作 ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作デザイン

■クライアント／NTTビジネスアソシエ株式会社様
■実施時期／2009.04～公開中

Ｗ ｅ ｂ

23



24

まいとプロジェクト｢家庭の幼児教育｣
■クライアント／有限会社コーメイ・エンタープライズ様

■実施時期／201２.01～

アプリ制作実績

トップページ

アプリ制作

アプリ



25

Manavino（マナビノ）
http://manavino.jp/ ■クライアント／NTTラーニングシステムズ株式会社

■実施時期／2011.12.～

スマートフォン版 ＰＣ版

アプリ制作デザイン制作

アプリ制作実績

運用更新

アプリ



26

Manavino（マナビノ）
http://manavino.jp/ ■クライアント／NTTラーニングシステムズ株式会社

■実施時期／2011.11.～2012.06

内藤雄士のゴルフレッスン

アプリ制作デザイン制作

アプリ制作実績

運用更新

トムさんのコーチングAtoZ

アプリ



27

オリオンツアー国内ツアー検索アプリ
http://www.orion-tour.co.jp/ ■クライアント／株式会社オリオンツアー

■実施時期／2011.11.01～2011.12.28

Androidアプリ（スマートフォン版） Androidアプリ（光Iフレーム版）

アプリ制作デザイン制作

アプリ制作実績 アプリ



28

光ｉフレーム「アプリガイド」
■クライアント／株式会社東急エージェンシー様／東日本電信電話株式会社様
■実施時期／2010.11～

アプリ制作実績

アプリ制作システム構築 運用ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作

トップページ 特集ページ

一覧ページ 詳細ページ

アプリ



29

光ｉフレーム「操作ガイド」
■クライアント／東日本電信電話株式会社様

■実施時期／2010.11～

アプリ制作実績

アプリ制作システム構築 運用ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作

トップページ

アプリ

ミドルページ

ミドルページ



30

ひかりＴＶ デスクトップツール
http://www.hikaritv.net/tools/gadget/index.html ■クライアント／株式会社ＮＴＴぷらら様

■実施時期／2009.08

アプリ制作実績

ﾂｰﾙ制作・改修ｺﾝﾃﾝﾂ企画・制作 コーディング

ツール（AIRアプリケーション） ツール説明・インストール用ページ（Web）

デザイン

アプリ



31

ひかりTVブックwebＣＭ

■クライアント／株式会社NTTぷらら様
■実施時期／2013.06

■ひかりTVブックWeb-ＣＭのPV例

映像制作実績 映像

演出企画 撮影 編集



N-Academy内原型師養成講座
＜講座動画＞
http://n-academy.jp/genkeishi/feature/

32

■N-Academy内の原型師養成講座動画例

映像制作実績 映像

演出・撮影企画 キャスティング 編集

■クライアント／ NTTナレッジ・スクウェア株式会社様
■実施時期／2013.03～公開中

デザインエンコード

■N-Academy内の原型師養成講座ページ

チラシ制作 バナー制作



N-Academy内ダイエット講座
＜講座動画＞
http://n-academy.jp/matsui_diet/feature/

33

■N-Academy内のダイエット講座動画例

映像制作実績 映像

演出企画 撮影 編集

■クライアント／ NTTナレッジ・スクウェア株式会社様
■実施時期／2013.02～公開中

キャスティングバナー制作

■N-Academy内のダイエット講座バナー

エンコード デザイン



34

オフィスICTまるごと相談サイト内
「PV動画」

撮影企画

■クライアント／NTTレゾナント株式会社様
■実施時期／2011.9.29～

■オフィスICTまるごと相談サイト内のPV例

映像制作実績

編集

映像



35

オフィスICTまるごと相談サイト内
「講座動画」

■クライアント／NTTレゾナント株式会社様
■実施時期／2011.9.29～

■オフィスICTまるごと相談サイト内の講座動画例

映像制作実績

撮影企画 編集

映像



36

N-Academy内 ＜講座のPVと講座動画＞ 演出企画

■クライアント／ NTTナレッジ・スクウェア株式会社様
■実施時期／2011.９.29～

撮影

■悩めるパパ・ママの初めてのお受験講座のPV例

映像制作実績

編集

映像



37

N-Academy内 ＜講座のPVと講座動画＞ 演出企画

■クライアント／NTTナレッジ・スクウェア株式会社様
■実施時期／2011.7.20～

撮影

■尾木ママの愛とロマンの子育て講座のPV例

映像制作実績

編集

映像



38

ひかりＴＶ社内販売員用ＤＶＤ

編集

演出

■ＤＶＤ映像例

■クライアント／株式会社ＮＴＴぷらら様
■実施時期／2009.2

企画 デザイン

印刷撮影

■ＤＶＤジャケットデザイン

映像制作実績 映像



39

富士急ハイランド [ナガシマスカ]

＜アトラクション用プレショー映像＞

編集企画・構成 演出

■クライアント／株式会社ジーベックス様/富士急行株式会社様
■実施時期／2008.7.26～

■噺家編

■巫女編

CG制作

映像制作実績 映像



40

交通広告グランプリ 編集企画・構成 演出

■クライアント／株式会社エンターテインメントボウル様
／株式会社ジェイアール東日本企画様

■実施時期／2006.07～（年1回）

CG制作

エンコード

映像制作実績 映像

■２画面を使っての映像を作成（２０１２）



41

ひかりTVミュージック チラシ制作 マンガ制作

■クライアント／株式会社NTTぷらら様
■実施時期／2013.06～2013.07

印刷物制作実績 印刷物



42

自由が丘「自由の女神まつり」
フレッツ光刈取イベント運営

企画・構成 ブース運営

■クライアント／東日本電信電話株式会社 東京南支店様
■実施時期／2009.10.11・12（イベント期間）

キャスティング

イベント運営実績 イベント



43

ひかりＴＶ in ロックの学園2009
＜ひかりＴＶプロモーションイベント運営＞

Ｗｅｂｻｲﾄ制作企画・構成 ブース運営

■クライアント／株式会社ＮＴＴぷらら様
■実施時期／2009.3.20～22（イベント期間）

チラシ制作

キャスティング

■３/２０ 生バンドカラオケ大会

■３/２０ ひかりＴＶクイズ大会&ダンスパフォーマンス

■３/２１・２２ ひかりＴＶカラオケ大会

■イベント告知特設サイト ■イベント告知チラシ

イベント運営実績 イベント



Ｋ社サイト

Ｊ社サイト

Ｕ社
Ｉ社

他社サイト
・
・

ＩＰアドレスは
短時間に変更して
アクセスしています。

郵便番号をキーに
検索を実行します

とうめいくん

検索結果 リスト化

【抽出速度】

検索期間 : 5日間

抽出件数 : 326,115件
(内訳)
K社 66,547件
Ｊ社 259,568件

システム開発実績

競合他社ﾏﾝｼｮﾝ情報取得システム 企 画 システム構築

■クライアント／東日本電信電話株式会社様
西日本電信電話株式会社様

■実施時期／2009.09～

システム

44

ﾂｰﾙ制作・改修 ﾃﾞｰﾀ抽出・集計


