
■期間：2020 年 4月から現在
■内容：個人事業主としてWEBサイト制作事業。
■成果：各企業サイト作成
◎https://studio-happyvalley.com/works/

個人事業主として中小を問わず企業のWEBサイト作成に従事。

施工会社WEBサイト
wordpressで構築。絞込検索機能のご希望があり
オリジナルで実装しました。スタッフの方が定期的
に更新できるように構築。

データ復旧会社LP
新規開設店舗のLPを wordpressで構築。
他にも数店舗構築。

クリニックサイトへピープルグラフ実装
クリニックサイトへグラフをアイコンで表示させる
ピープルグラフを実装。javascript で制作。
jsonファイルの編集のみで更新できるように構築。

建築設計事務所の自動見積フォーム
wordpressで構築。設計費用の自動見積シミュレー
タとお問合せフォームを合体した機能を実装しまし
た。

パーティクル系フィルター、背景動画などを使用したサンプル
wordpressで構築。絞込検索機能のご希望がありオリジナルで実装しました。スタッフの方が定期的
に更新できるように構築。

WEB制作会社の自動見積フォーム
wordpressで構築。設計費用の自動見積シミュレー
タとお問合せフォームを合体した機能を実装しまし
た。

イベント施工会社の自動見積フォーム
wordpressで構築。設計費用の自動見積シミュレータ
とお問合せフォームを合体。
複雑な条件分岐、数値増減フォームなど実装。
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https://marunakikaku.com/

https://test.studio-happyvalley.com/
lein/simulator/

https://labo.studio-happyvalley.com/
paraScroll/circle/

https://labo.studio-happyvalley.com/
paraScroll_studio/

https://test.studio-happyvalley.com/
seedpack/simulator/

https://test.studio-happyvalley.com/
otoriba/simulator/

https://works.studio-happyvalley.com/
quickman/shop/kyoto/

https://yamashita-clinic.org/spreadingdegree/
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■期間：2019 年中期から約 1年間
■内容：㈱日経 BP　㈱リコーITソリューションズ。
■成果：MFPのコンパネUI/UXデザイン
◎http://foresta.studio-happyvalley.com/

MFP( 複合機 ) のコンパネUI/UXデザイン。コンパネのOSは androidを採用。すでに雛形は存在しその追加機能に対応し
たアイコンやUX 企画、UIのデザインを担当。
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個別アプリ用のアイコンデザイン

コンパネデザイン



『薬剤師採用トレンド』
https://dic.nikkeihr.co.jp/trend/

医療従事者向け人材サイト
キャンペーンバナー

■期間：2019 年　約 1年間
■内容：㈱日経 BP　
■成果：医療専門求人情報サイトの開発・運営
◎http://foresta.studio-happyvalley.com/

キャンペーン用LPやバナーの制作。デザイン、コーディングを担当。
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『フォレスタネット』
http://foresta.studio-happyvalley.com/nReportTop.html
本番サイト：foresta.education

小中高の先生専用会員サークルのシンボルマーク一覧 ( 一部 )

■期間：2017年から約 2年間
■内容：森塾系列 SPRIX社　教師専用SNSのフロントエンド開発を業務請負。
■成果：教師専用SNSのフロントエンド開発、
◎http://foresta.studio-happyvalley.com/

日本全国の小中高教諭、教育関係者を対象にした会員制 SNSサイト。
会員になると授業のレポートやサークルのイベントを投稿したり、ダウンロードして自分の授業などに生かすことができる。
そのための投稿機能やデータの絞込み、会員の紹介、サークルのシンボルマークなど携わった製作事例を掲載しています。
フロントエンド全般 (デザイン企画、コーディング )を担当しています。
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「就活対策まとめ」
http://www.nikki.ne.jp/event/20150729

「みんなの就職活動日記がアプリになりました。」
http://www.nikki.ne.jp/event/20151223

「知っておきたいインターンシップ」
http://www.nikki.ne.jp/event/201303291/

2014 年から約 3 年間、派遣社員として勤務していた楽天株式会社での担当案件です。
【担当内容】
開発部での就活情報WEBアプリのUI・UXデザイン･開発、楽天みんなの就職活動事業部での
WEBサイト「みんなの就職活動日記」イベントページのフロントエンド開発全般（デザイン、UI 設
計、システム構築）、運用。

記事ページを効率よく表示させるため JSONファイルを読み
込み表示させるというシステムを構築・運用。
だれでも運用できるように、データベース部分はエクセルで
記述し、それを JSONファイルへ書き出し、サイト側で読み
込み表示。
このシステムのおかげで毎週 5件前後の記事ページを 3～ 4
時間ほどで更新することが可能になった。
また、同時に各ページにリコマンド機能を javascirpt で実装。
（そのページのキーワードを抽出し、同じ傾向（キーワード）
の記事ページをランダムで 5件表示する）この機能の実装に
より PVがほぼ 2倍になった。
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二つの案件ともDBからデータを読み込むだけで最新情報を表示できるよ
うにC#ベースで、ajax、css3、html5を駆使し制作しました。
『聖剣伝説』の方は、ｊQuery が使用できない制限があったためネイティブ
で記述。デザイン・コーディング担当。

スクエアエニックスのスマフォゲーム
『聖剣伝説 /RISE of MANA』の HTML 画面
2014/3/16リリース。約 60 ページ 

資生堂スキンナビクリニックのスマフォサイト
2013/8月制作。約 50 ページ アサヒビール『エキストラコールド』

Windows8 アプリ UI デザイン
2012/10月制作。約 10 ページ

スクエアエニックスのスマフォゲーム
『ギャラクシー＆ダンジョン』の
攻略サイト、アプリ内お知らせページ
2013/8月　運営終了　テンプレート約 10 種類

二つの案件ともDBからデータを読み込むだけで最新情報を表示できるよ二つの案件ともDBからデータを読み込むだけで最新情報を表示できるよ
うにC#ベースで、ajax、css3、html5を駆使し制作しました。
『聖剣伝説』の方は、ｊQuery が使用できない制限があったためネイティブ

二つの案件ともDBからデータを読み込むだけで最新情報を表示できるよ

2012 ～ 2014 はWindows のクラウドサービス ＡＺＵＲＥを基盤にしたWEB アプリ・サイトなどの
UI 設計・デザインなどのフロントエンド開発に関わっていました。
○成果：顧客スマフォ・PC サイト数社 ( スクエア・エニックス、楽天、アサヒビール、資生堂スキンナ
ビクリニック) のWEB デザイン（バナー制作など含む）、
○WINDOWS8 アプリのUI デザイン、WEB アプリ・モック作成 ( 株ぴあ、) など。
javascript・css3 を使用したレスポンシブサイトのフレームワーク設計・デザイン

W E B

制作事例33
2012～ 2014

天ぷら　てん芝

居酒屋　ダイニング　巨門ビストロ　らめーる 季節料理　根本

CROCE　クローチェ



W E B

制作事例22

STEP 1 STEP 2 STEP 3 年後10

デジタル
タイム
カプセル [ ]

HTML5とCSS3,Javascriptでレスポンシブなサイトに設計しました。
デザイン･コーディング担当。
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大切な人へ
10年後にメッセージを

残しませんか

スクエアエニックスのスマフォゲーム
『GUNS and SOULS』のティザー・本サイト
2014/2/16リリース。 

名古屋 TVの FB アプリ『未来へのメッセージ』
2013/5月制作。php 組み込み用にHTML5とCSS3,Javascriptで
レスポンシブなサイトに設計しました。デザイン･コーディング担当。

NPO法人　あっちこっち　サイト制作
2014/1月制作。 Webサイト・ロゴタイプを制作しました。
※ デザイン･企画、Javascript、コーディング、FBページ設置 担当。
クライアントの予算に合わせシングルページ、また、更新しやすさを
考慮し、ＦＢタイムラインの埋め込みを提案。
リリース二日目には、『いいね』ボタン100 件を超えました。
 

アサヒムービーチャンネルのスマフォサイトを
制作しました。
※ デザイン･企画はクライアント、Javascript、コーディング 担当。

2012～ 2014はWindows のクラウドサービス　ＡＺＵＲＥを基盤にしたWEBアプリ・サイトなど
のUI 設計・デザインなどのフロントエンド開発に関わっていました。
◎成果：顧客スマフォ・PCサイト数社 (スクエア・エニックス、楽天、アサヒビール、資生堂スキンナ
ビクリニック)のWEBデザイン（バナー制作など含む）、
◎WINDOWS8アプリのUIデザイン、WEBアプリ・モック作成 (株ぴあ、)など。
javascript・css3を使用したレスポンシブサイトのフレームワーク設計・デザイン。2012～ 2014



㈱ FUJITSU 様 上海万博応援サイト

㈱日本経済新聞社様、東京都様、（財 )麻薬覚せい剤防止センター様　
展示会、キャンペーンB全ポスター：デザイン＆フォトディレクション＆3DCG制作

㈱ SNC様、㈱ケンソリッドグラフィカ様、バーグ様　企業ロゴタイプデザイン

㈱ TSN様　医療模式図 3DCG
詳細な医療関係の3DCGは
得意分野です。

㈱ ICU様　足温器　
プロダクトデザイン＆3DCG制作
写真レベルの高品質な3DCGも
承っております。
※こちらの画像はCGです。
　写真ではありません。

株式会社mdo 様 
インフォームドコンセンサス用
医療CD-ROMコンテンツ
3CDG,プログラミング、UIデザイン。
iPad 対応のオリジナルの
WEBアプリも開発しています。

代々木アニメーション学院
イベントキャラクター
デザイン

㈱日本電工様
キャラクターデザイン

株式会社ODF様 WEBサイト

YAHOO ショップモールWEBサイト
産業能率大学様 総合WEBサイト

2012 年以前の制作事例紹介です。私の強みは、WEB制作だけでなく、AJAXや CGIなどのプ
ログラム系にも経験が豊富で、特にアート系の3DCGを得意とする事といえます。その強みを生か
し医療用のデジタル・コンテンツでは 3DCG制作、プログラム、UI、企画デザインと一貫して制作
しお客様の理想を100％反映させています。また、印刷物は、名刺からポスター、出版物、POPま
で幅広い実績があります。
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