わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

w e b 会 社 特集
360°
バーチャルツアーでお店をPR

アーカイブで
地 域・企 業をデ ザ
インする

て、
あなたのお店を紹介しませんか？Googleストリートビューは、

地域や企業の歴史記録は

あなたの店内を360°
のパノラマ画像で紹介するサービスです。

Googleストリートビューを活用して、世界中のユーザーに向け

整理・保存・デジタル化する
ことで
『アーカイブ』
となり新
たな価値を生み出します。
アーカイブ・ラボは『アーカ
イブ』の制作、
また家系図
やエンディングノートの制作
や講座開催等も承ります。
アーカイブ・ラボ

㈱ＥＰＯＣＨ

〒424-0065 静岡市清水区長崎277-3
TEL 054-368-4620 FAX 054-368-4621
http://archive-labo.jp

〒424-0821 静岡市清水区相生町6-17静岡市清水産業・情報プラザ703
TEL 054-368-6370 FAX 054-368-6371
http://www.epoch2016.com

情報通信機器の総合商社です

幼稚園が保護者のスマホにテレビ放送！

情報通信機器の販売やメンテナンスを中心に、東海地方で5

幼稚園のパソコンから、園内の子どもたちの姿をリアルタイム

店舗展開しています。
「電話が壊れた！」
「インターネットが繋が

で保護者のスマホにテレビ放送。
さらに有事の際は、子どもた

らない！」
そんなお客様の困ったにスピード対応する為にスタッフ

ちを避 難 誘 導し

教育に力を入れています。

ながら先 生 のス
マホから保 護 者
のスマホに避難
場所や避難状
況を音声で実況
放送。
月額 65,000円
（税込）
〜

レカムFC加盟店 ㈱マイプレジャー

ＳＫＹ−ＮＥＴＷＯＲＫ㈱

〒421-0133 静岡市駿河区鎌田361-12
TEL 054-260-5351 FAX 054-260-5352
http://www.my-pleasure.co.jp/itbiz/

〒424-0842 静岡市清水区春日1丁目5-15ファムス桜橋304号室
TEL 054-353-1211 FAX 054-353-1216
http://sky-network.jp/

ECサイトの開発とデザインをする会社です

360°
見渡せるVRホームページ！
！

いわゆるネットショップから出品型ショップサイトなどECに関す

360°
ヴァーチャルリアリティで、
あなたのホームページを訪れた

る開発を得意としています。デザインからシステムまで社内制

人が、実際にお店を訪れているような臨場感に包まれます。サ

作可能なのでまずはご相談下さい。
０円から出品できるカウトコ

イト制作ご依頼・お問合せはナガハシ印刷まで！※QRコードか

の運営もしています。

らサンプルサイトが閲覧できます。

初期費用０円、
月額1万6200円
（税込）

㈱あんどぷらす

ナガハシ印刷㈱

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町9-3 芝田ビル3階B
TEL 054-260-7236 FAX 054-260-7237
http://www.andplus.co.jp/

〒421-0115 静岡市駿河区みずほ1丁目35-3
TEL 054-257-0111 FAX 054-257-1131
http://www.nagahasi.com/

掲載事業所

募集中！

会員事業所限定で、年に1回無料掲載できます。申込方法等の詳細は わが社自慢 で 検 索

販促物の相談窓口をエスパルス通りにOPEN！
県外46都道府県でも300社以上の制作実績を持つ結果重

ブランディングの専門家です
ブランディングで商品、
サービスだけでなく、会社＆ビジネスそ

視の制作会社。サイト制作、
パンフレット制作など長期戦略型

のものの魅力

販促物では大手コンサルタント会社からの受注も豊富。真心

を引き出しま

対応×高品質×低コスト。ホームページ制作はSEO対策＋ス

す。専門知識

マホ対策が標

や詳しい社員

準仕様で9.9

が いなくても

万円〜プロカ

大 丈 夫です。

メラマンの出

セミナーも開

張撮影も可！

催いたします。

㈱エスプラット

コールプロダクション

〒424-0943 静岡市清水区港町2-1-1
TEL＆FAX 054-368-7057
http://s-plat.jp

〒422-8051 静岡市駿河区中野新田266-11-105
TEL＆FAX 050-3156-0311
http://www.callpro.jp/

ホームページ制作・運営・ｗｅｂ広告出稿代行

羽ばたくあなたの上昇気流になりたい

ホームページのスマホ対応お済みですか？作ったままになって

あなたにとっての
【成果】

いませんか？静岡

はどんなものですか？

150,000円
（税込）
〜

スタイルでは
「結果

ホームページを見直す

の出るホームペー

ことは、
ご自分の事業を

ジ 」制 作・運 営 の

客観的に見つめなおす

お手伝いをしてい

良い機会。貴社のＰＲ

ます。地域の個店

ポイントの洗い出しや、

へ集客できるｗｅｂ

運用体制の見直しから

広告のご提案もし

ご相談をお受けしてい

ています。

ます。

静岡スタイル

㈱ウェブサクセス

〒420-0035 静岡市葵区七間町5-8 ミライエ七間町3F−02
TEL 070-6572-8075 FAX 050-3488-7322
http://shizuoka-style.net/

〒422-8033 静岡市駿河区登呂5-7-7
TEL 054-280-4170 FAX 054-280-4180
http://web-s.biz

ホームページの活用はできていますか？
お客様のホームページは、
本当に売上げに結びついていますか？
目的を達成してい

直感的で快適なクラウドサービスを提供
「安否コール」
をはじめHP・ネット通販ソフト「フリーコード」
「アクセスショップ」
や顧客管理・営業支援ツール「eマップロケ

ます か？弊 社 に

ーション 」等 、

は、Webサイトの

1,200社以上

活用からプロモー

の企 業に選ば

ションまで総合的

れている様々な

にご提案するアイ

クラウドサービ

デア&ノウハウが

スを提供。

あります。ぜひご
相談ください。
㈱ピーエーシー

㈱アドテクニカ

〒420-0035 静岡市葵区七間町8-20 毎日江﨑ビル7F
TEL 054-254-8854 FAX 054-251-1483
http://www.pacweb.co.jp

〒422-8041 静岡市駿河区中田2丁目4-40
TEL 054-280-1670 FAX 054-289-3670
http://www.adtechnica.co.jp/

わが社自慢の商品・サービス
紹介コーナー 特別企画

w e b 会 社 特集

静岡県企業の採用活動を応援します！
！
静岡県に特化した新卒採用対象の就職情報サイト
「SJCナビ」

ネットショップ制作管理・コンサルティング
ネットショップの管理とコンサルティング、
ネットショップ作成なら

の運営、
就職イベントを開催しています。今後開催の合同説明

エイプラスワイ。ECサイトに特化したサービスを展開しており

会のご出展企業、
サイト掲載企業を募集中です。新卒、
中途採

ます。楽天・Yahoo・ECキューブなどに対応しております。

用に関する
課題解決を
ぜひご相 談
ください。

150,000円
（税込）
〜

30,000円
（税込）

㈱就職情報センター

㈱エイプラスワイ

〒422-8051 静岡市駿河区中野新田57-43
TEL 054-281-5566 FAX 054-284-8310
http://www.sjc-net.co.jp/sjc/

〒420-0071 静岡市葵区一番町21−2小林ビル２F
TEL 054-260-7174 FAX 054-260-7164
http://www.ay-web.net

スマホでのお手軽VR体験「Swing」

販売促進を通じ企業の成長をアシストします！

「Swing」はスマートフォン使

WEBサイト制作をはじめ、地域メディアサイト
「しずおか賢人」

ったVR体験を可能にする紙

の運営を行っています。デザイン性と利便性を両立した、質の

製 の V Rビューアです 。米

高いWEBサイトを制作するだけでなく、
その後のコンサルティング

G o o g l e 社 の 推 進 する

や運営による

WWGC認証を日本で初めて

費用対効果

取得し、
プロモーション利用

の 向 上を 含

時のオリジナルデザインでの

めてサービス

印刷も可能です。

を提供してい
ます。

1,296円
（税込）

星光社印刷㈱

㈱デザインスタジオフェニックス

〒422-8027 静岡市駿河区豊田3丁目6-12
TEL 054-286-3131 FAX 054-288-3041
http://www.spdigital.net

〒422-8032 静岡市駿河区有東2-9-25 2F
TEL 054-283-5522 FAX 054-283-5523
http://www.phoenixdesign.jp/

世界NO.1のCRM「Salesforce」

ホームページをアプリ
風に作りませんか？

Salesforce
（セールスフォース）
の導入なら、静岡県下で実績

弊社のホームページのように名刺

豊富なアーティスティックスにお任せください。営業の生産性を

代わりのホームページを作成しませ

向上して売上アップしたい企業様のお手伝いをいたします。無

んか？パソコンよりもスマホからの

料セミナーも開催しています。

アクセスが上回っている今、
モバイ
ルアプリ風にする事で貴社の印象
も変わりますよ！
（価格はサーバ代を含まず。）
10,000円
（税込）
〜

㈲テラ・テクニカルアシスト

㈱アーティスティックス

〒420-0029 静岡市葵区研屋町25 金座ボタニカ402
TEL 054-201-9903 FAX 054-201-9930
http://www.t-ta.com/

〒411-0943 駿東郡長泉町下土狩690-1-101
TEL 055-928-6500 FAX 055-928-6501
http://www.artistics.co.jp
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