
MEDICOM TOY
コーポレートサイト

オランダ航空
キャンペーンサイト

PANASONIC
マッサージソファ カタログサイト

LEXUS
店舗用ナビケートシステム
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Flashで動的なサイトを制作しました。 JQuery制御でシンプルで動きのあ
るカタログサイトになっています。 



クリニーク
キャンペーンサイト（～2009）

通常サイトとキャンペーンサイト、クリスマスコンテンツFlashなど多数。
システムと連動した投稿コンテンツなども制作。
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日立プラントテクノロジー
FLASHアニメーション

日立金属工具鋼技術情報
コーポレートサイト

ＪＸ日鉱日石エネルギー
FLASH・ページ一部リニューアル

Water Plaza
コーポレートサイト

デザインは日立金属本体のイメー
ジに合わせていますが独立サイト
として本体と差別化しました。
サイトユーザーは技術者向けとい
うことで資料参考サイトという位置
付けから技術情報部分の印刷向
けに最適化しました。

フラッシュによる製品説明アニメ
ーション。英語・中国語・日本語に
対応し、商品内容を以下に分かり
やすく伝えられるかを第一に考え
ました。

『水循環技術』というこいとで
『水』をイメージしたサイトデザイン
としました。
日本のお客様はもちろんですが海
外のお客様向けに中国語・英語
の3言語に対応しました。

ガイドラインに沿って、カーライフ
サポート、背品・サービスの各ペー
ジを制作しました。トップページで
は新製品用のFlashバナーを制
作しました。
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ドリームアパートメント
ポータルサイト

国際ホームプロダクツ協会
コーポレートサイト

ワールドデザインハウス
ポータルサイト

レソト大国大使館
オフィシャルサイト

家造りの『こだわり』を伝えられる
よなデザインを心がけました。

レソト大国の大自然を全面に出し
つつ自国の情報を分かりやすく表
現しました。

スポンサー様が簡単に登録情報
を簡単に更新できるようなってい
ます。

シンプルで清潔感のあるサイトを
表現しました。
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STYLE
ポータルサイト

VOCE
ポータルサイト（～2010）

with online
ポータルサイト（～2011）

25ans ウェディング
ポータルサイト

VOCE本誌のコンテンツ以外に
もタイアップや企画で多数ページ
を制作いたしました。 

女性誌サイトらしくアイコンなど親し
みやすいデザインにこだわりました。
デザイン性、カラーの使いは「ウエ
ブデザイン見本帳」にとりあげられ
ました。

ヤフーとのタイアップページです。
Yahooのコーディングルールに準
拠しています。

女性誌サイトらしくアイコンなど親し
みやすいデザインにこだわりました。
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National 「ドルツ」
キャンペーンサイト

こども武士道（ADK）
スペシャルサイト

AnglersAid
オフィシャルサイト

SEGATOYS「Beena」
オフィシャルサイト

Wordpressにて制作。
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IRIS PARURE
コーポレートサイト

GIRLS ROCK MAGAZINE
WEBマガジン

釣船屋 高司丸
オフィシャルサイト

ネピア パウダールーム
 ポータルサイト

ページ全体にJqueryの小気味い
い動きをつけ、デザインをカスタマ
イズしたTwitterウィジェットや、
Wordpressを使ったブログページ
など、流行のツールを使用して制
作しました。

Flashとblogシステムを連動させ
ました。 

トップのアニメーションはFLASHを
使用せず、Jqueryで制作しました。

トップページにyahoo!ウィジェット
の天気機能を表示させています。



8

愛鮮水産
コーポレートサイト

HAMILTON
オフィシャルサイト

プライベートアイズ
ECサイト

WellWell
ECサイト

アンティーク時計店のカタログサ
イト。EC-CUBEをECサイトとして
ではなくカタログサイトとしてカスタ
マイズ。

トップページのメインイメージの動き
などはJqueryを使用しています。
シンプルなデザインなので挿絵を描
いたりなど、ポイントをいれました。

セレクトショップのECサイト
EC-CUBE、表示部分カスタマイズ。

単なるローカライズではなく、企画
段階から関わって、スペシャルペ
ージやAndroidアプリなど日本独
自コンテンツを制作いたしました。 
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エネゴリEVメンバーズ
ブログ

Allison Japan
コーポレートサイト

Travelstar
オフィシャルサイト

株式会社アイ・ティー・シー
コーポレートサイト

パソコン初心者でも簡単に投稿
出来るよう工夫しました。
『タイトルを付ける』『記事を書く』
『投稿』の3ステップ。

外国人向けのサイト企業向けの信頼感を表現しました。

アリソンジャパンのトランスミッショ
ンがいかに優れているかを全面出
すようにに表現しました。



VOCE ビューティーカレンダー
ブログ

VOCE BEST Hair search
カタログサイト

VOCE×ミスユニバース
ブログ

VOCE したばたら記
ブログ

phpで作成、管理画面付きです。
フレームワークはcakephp、DBは
SQLite、4年以上稼動しています。

アメーバブログをカスタマイズして
制作しました。

TypePad（※Movabletype系）
のカスタマイズで制作しました。

Movabletypeをカスタマイズして
制作しました。
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VOCE Ora2歯磨き
コーポレイトサイト

VOCE 舌苔パニック
FLASHゲーム

高司丸 釣果情報
ブログ

舌苔を倒すシューティングゲーム
です、サーバ側でハイスコアも記
録しています。

ライブドアブログをカスタマイズし
て制作しました。

愛鮮水産
ECサイト

シンプルでコンパクトなECサイトを
制作しました。

色や形を選択可能で、編集結果
を収集出来るようになっています。
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25ans×ティファニー
タイアップページ

昭和西川
コーポレートサイト

Panasonic 「LAMDASH」
スベ肌LABO
YOUTUBE チャンネル

MEN’S CLUB×
ブルックスブラザース
タイアップページ

Flashなどで動きのあるスペシャル
サイトを制作したほか、コーポレー
トサイトでも店舗検索などをPHP
で制作。 

YAHOO!とメンズクラブとブルックス
ブラザースのタイアップページです。 

Youtubeチャンネルを制作しました。

Flash、JQuery等で制作してい
ます。 
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GIRLS ROCK MAGAZINE
にこにこ動画チャンネル

アジア良品センター
Facebookページ

Panasonic エコナビ商品
カタログサイト

企業向けのFacebookのカスタム
ページを制作しました。

Flashで制作。 

youtube同様、にこにこ動画でも
チャンネルのカスタマイズが可能
です。
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まぐろ祭り
ECサイト

楽天ECサイト。
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La Main Du Soleil
オフィシャルサイト

25ans×資生堂
タイアップページ

京成ホテルミラマーレ
ウエディングサイト

上質なリラクゼーションを感じさせ
るリッチなイメージでデザインしまし
た。会員専用のブログや予約シス
テム、管理ページ、マニュアル等も
制作。 

25ansと資生堂のタイアップペー
ジです。 

昭和西川
ＭＵＡＴＳＵサイト

MUATSUふとんのブランドサイ
ト。カタログとしての役割とECサイ
トへとつながるような導線をシンプ
ルな構成で制作しました。

ウエディングの華やかなイメージを
Flashを使用して動的に表現しま
した。



エコール・ド・２５ans
ムービー

Panasonic ヘルスケア
店頭&WEB用ムービー

Panasonic ラムダッシュ
店頭&WEB用ムービー

Panasonic
素敵カラダプロジェクト
WEB用ムービー

Panasonic ラムダッシュ
店頭&WEB用ムービー

Panasonic ラムダッシュ
店頭&WEB用ムービー

インタビューシリーズ
(Vol .01～35）

ギネスチャレンジプロモーション

ギネスチャレンジプロモーション
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Panasonic ソファ
トレイン&WEB用ムービー

Panasonic ラムダッシュ
カンヌ広告祭用ムービー

Panasonic おたっくす
店頭&WEB用ムービー

Panasonic 「P-01B」
店頭＆WEB用ムービー

SANTORY
カナディアンウィスキー
会社紹介VTR

Panasonic エコキュート
店頭用VTR２

16



17

IPhone&Android

HAMILTON
アンドロイド用アプリ

BE@RBRICK
IPhone用アプリ
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