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Web制作会社年鑑 2017 Web制作会社年鑑 2017

株式会社マックスマウス

https://www.maxmouse.co.jp/

組織形態    株式会社    資本金    5,000 万円    スタッフ数    115 名    代表    藤江泰彦    
担当    コンサルティング営業部    受注額の目安    おおよそ50万円～2億円以上

〒104-0061    東京都中央区銀座 7-16-12 G-7ビル 10F
TEL 03-3541-5636    toiawase@maxmouse.co.jp

マックスマウスは、インターネットを通じたお客様のデジタルマーケティング活動を支援

する企業です。Webプロモーションを中心とする、Webサイト／スマートフォン／モバイル
コンテンツの企画・開発・運用を得意とします。その他、ソーシャルメディア活用の企画・開発・

運用支援、サーバホスティング、お問い合わせ事務局、投稿監視など、幅広い領域をカバーし、

お客様のご要望に最適なソリューションをワンストップでご提供いたします。
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株式会社丸井  OIOI web channel  
http://voi.0101.co.jp/voi/finelifeplus/

江崎グリコ株式会社  
ドロリッチ  ブランドサイト
http://dororich.jp/
広告代理店 : 株式会社電通

江崎グリコ株式会社  
カフェオーレ  ブランドサイト
http://cafeore.jp/
広告代理店 : 株式会社電通

江崎グリコ株式会社  
朝食りんごヨーグルト  ブランドサイト  
http://net.glico.jp/ringo-y/  
広告代理店 : 株式会社電通

株式会社 JALナビア  コーポレートサイト
http://www.jalnavia.co.jp/
広告代理店 : 株式会社 JALブランドコミュニケーション

株式会社伊藤園  タリーズコーヒー  ブランドサイト
http://www.tullys-cup.jp/
広告代理店 : 株式会社電通

ジャルロイヤルケータリング株式会社  コーポレートサイト
http://www.jalroyal.co.jp/
広告代理店 : 株式会社 JALブランドコミュニケーション

■当社制作事例「Web制作会社年鑑2017」(マイナビ出版) 掲載ページ P90～91
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アサヒグループ食品株式会社
和光堂レーベンスミルク  はいはい  ブランドサイト
http://www.wakodo.co.jp/product/milk/
広告代理店 : 株式会社電通

キリンビバレッジ株式会社　キリン午後の紅茶
ブランドサイト http://www.kirin.co.jp/products/softdrink/gogo/ 
Facebookページ https://www.facebook.com/gogotea.jp/
広告代理店 : 株式会社電通 ※FacebookはFacebook, Inc.の登録商標です。

高橋酒造株式会社  コーポレートサイト
http://www.hakutake.co.jp/
広告代理店 : 株式会社電通九州

オタフクソース株式会社  業務用お好み焼サイト「おこのみぃ.com」
https://www.otafuku-oconomy.com/
広告代理店 : 株式会社味の素コミュニケーションズ

サンディスク株式会社  写真甲子園2016×SanDisk
http://www.sandisk-jp.com/koshien2016/ 
広告代理店 : 株式会社朝日広告社

■当社制作事例「Web制作会社年鑑2017」(マイナビ出版) 掲載ページ P92～93

〒104-0061    東京都中央区銀座 7-16-12 G-7ビル 10F
TEL 03-3541-5636    toiawase@maxmouse.co.jp

組織形態    株式会社    資本金    5,000 万円    スタッフ数    115 名    代表    藤江泰彦    
担当    コンサルティング営業部    受注額の目安    おおよそ50万円～2億円以上

マックスマウスは、インターネットを通じたお客様のデジタルマーケティング活動を支援

する企業です。Webプロモーションを中心とする、Webサイト／スマートフォン／モバイル
コンテンツの企画・開発・運用を得意とします。その他、ソーシャルメディア活用の企画・開発・

運用支援、サーバホスティング、お問い合わせ事務局、投稿監視など、幅広い領域をカバーし、

お客様のご要望に最適なソリューションをワンストップでご提供いたします。
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株式会社鶴屋百貨店  鶴屋オンラインストア
http://www.tsuruya-dept.co.jp/shop/
広告代理店 : 株式会社電通九州

株式会社マックスマウス
eラーニングシステム 「Energy Learning」
https://energylearning.net/

ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社
BS12ch TwellVサイト
http://www.twellv.co.jp/

株式会社キャリアデザインセンター
女の転職@type（システムテンプレート）
https://woman.type.jp/job-search/

株式会社 J-オイルミルズ  コーポレートサイト
http://www.j-oil.com/
広告代理店 : 株式会社味の素コミュニケーションズ

一般社団法人生命保険協会  保険教育推進コンテンツ
http://www.seiho.or.jp/edu/

■当社制作事例「Web制作会社年鑑2017」(マイナビ出版) 掲載ページ P94～95

〒104-0061    東京都中央区銀座 7-16-12 G-7ビル 10F
TEL 03-3541-5636    toiawase@maxmouse.co.jp

組織形態    株式会社    資本金    5,000 万円    スタッフ数    115 名    代表    藤江泰彦    
担当    コンサルティング営業部    受注額の目安    おおよそ50万円～2億円以上

マックスマウスは、インターネットを通じたお客様のデジタルマーケティング活動を支援

する企業です。Webプロモーションを中心とする、Webサイト／スマートフォン／モバイル
コンテンツの企画・開発・運用を得意とします。その他、ソーシャルメディア活用の企画・開発・

運用支援、サーバホスティング、お問い合わせ事務局、投稿監視など、幅広い領域をカバーし、

お客様のご要望に最適なソリューションをワンストップでご提供いたします。
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サイオステクノロジー株式会社  コーポレートサイト　
http://www.sios.com/

株式会社リンレイ  コーポレートサイト
http://www.rinrei.co.jp/

三和シヤッター工業株式会社  コーポレートサイト
http://www.sanwa-ss.co.jp/

日本ビューホテル株式会社  コーポレートサイト
http://www.viewhotels.co.jp/

東京東信用金庫
コーポレートサイト  　http://www.higashin.co.jp/
積立投信シミュレーション  デジタルサイネージ

■当社制作事例「Web制作会社年鑑2017」(マイナビ出版) 掲載ページ P96～97

〒104-0061    東京都中央区銀座 7-16-12 G-7ビル 10F
TEL 03-3541-5636    toiawase@maxmouse.co.jp

組織形態    株式会社    資本金    5,000 万円    スタッフ数    115 名    代表    藤江泰彦    
担当    コンサルティング営業部    受注額の目安    おおよそ50万円～2億円以上

マックスマウスは、インターネットを通じたお客様のデジタルマーケティング活動を支援

する企業です。Webプロモーションを中心とする、Webサイト／スマートフォン／モバイル
コンテンツの企画・開発・運用を得意とします。その他、ソーシャルメディア活用の企画・開発・

運用支援、サーバホスティング、お問い合わせ事務局、投稿監視など、幅広い領域をカバーし、

お客様のご要望に最適なソリューションをワンストップでご提供いたします。


