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わたしたちは、ホームページに＋B（ビジネス 

∕ブランディング）の視点を取り⼊れた⼀貫性 

のあるビジネスアピールと、Web戦略を得意と 

する⼭梨県甲府市のホームページ制作会社です。



attempt
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株式会社BISCOMについて：会社概要

会社名 株式会社BISCOM（英：BISCOM INC.）

所在地 ⼭梨県甲府市丸の内1丁⽬1-25 甲州夢⼩路 明治館2F

FAX 055-287-9107

代表者 加藤 千歳

メール info@biscom.jp

営業時間 9:00〜17:00 （⼟⽇祝∕休）

設 ⽴ 2016年3⽉7⽇

電話番号 055-287-9101

事業内容

Webサイトの制作（企画 / 設計 / Webデザイン / サイト構築） 

Webプランニング（ブランディング / サイト運⽤ / SNS活⽤） 

Webサイトの保守、運営サポート 

イベント事業 

着物のお直し事業

⼭梨県内のWebクリエイターやWeb担当者のスキルアップ‧情報交換

のための研究会の発⾜‧運営に関わっています。

⼭梨Web研究会

⽇々進化するWeb業界で質の⾼い制作技術�
とWeb戦略で、成果を提供し続けるための�
取り組みを⾏っています。

都内を中⼼に全国で開催されるWeb制作業界のセミナーイベント

「CSS Nite」。弊社加藤が⼭梨版の代表として関わりました。

CSS Nite in KOFU



株式会社BISCOMについて：沿⾰
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2004年5⽉ 笛吹市にて、個⼈事業主「Biscom」を開業。

2006年8⽉ インターネットで着物のお直しが依頼できる 

ECサイト「着物のお直し.com」を開設。

2016年3⽉  デザインやブランディングをはじめ、ホームページ 

での戦略設計を得意とするWeb制作会社として法⼈ 

化、株式会社BISCOM設⽴。 

甲府駅北⼝の甲州夢⼩路にオフィスを開設。

2016年7⽉ Webのノウハウや技術を活かしたイベント企画や 

集客、運営⼀式を⾏うイベント事業部を開設。

沿⾰

VisionVisionV
IS

IO
N

⼭梨の企業から�
最も必要とされるWeb制作会社

Who We Are

＋Bで、⼭梨のホームページをより使いやすく有益なものに。 

都内に発注を考えなくても、地元でも⼗分と思えるような⼭梨のWeb業界

の発展に貢献できる⽴ち位置を⽬指します。

当時、着物のお直しをネットから依頼ができるホームページ�

は数少なく、全国から多くの依頼をいただきました。

Web制作を専⾨とした個⼈事業のデザイン事務所を創業し�

おもに都内の⼤⼿案件に数多く関わらせていただきました。�



株式会社BISCOMについて：代表略歴
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1995年 

1996年 

2002年 

2004年3⽉ 

2004年5⽉

株式会社明星宝飾にて商品開発、販促施策を⽴案、推進等に従事。商品カタログ、ビジュアルパネルの企画‧制作を担当。 

独学でホームページ制作を開始。当時ホームページの制作者は数少なく県内情報誌の公式サイトなどの制作を受注。 

現在のイベント事業の前⾝となる「酒蔵マーケット」を主催。14年間に渡り年2回、毎年開催。 

株式会社明星宝飾を退職し、フリーランスのWebデザイナーとして独⽴。

Web制作を専⾨とした個⼈事業のデザイン事務所「Biscom」を創業。⼭梨にいながら都内の⼤⼿案件に数多く関わる。 

JWSDA認定��
Webアナリスト

そのデザイン（導線）でユーザーは満⾜で

きているのか？現状を解析して改善点をよ

り的確に把握し、より良いサイトにするた

めのWeb解析を⾏っています。

やまなし産業⽀援機構�
専⾨家派遣事業�
登録専⾨家

デザインのアドバイスやコンサルティングが必

要な場合の専⾨家として、やまなし産業⽀援機

構に登録されました。

※代表的なデザイン制作実績として、イオン、オムロン、NEC、UR都市機構など。
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他社との違い

Webに関わる会社は多種多様存在しますが、BISCOMは制作前のプランニングから 

公開後のフォローまで⼀貫した対応を⾏いクライアントのWebサイトをサポートする 

ための体制を整えています。

制作会社 広告代理店 Webコンサル

Web戦略

デザイン

設計構築

進⾏管理

サポート

BISCOM

100項⽬以上のタスク管理を�
ベースとしたプロジェクト進⾏

BISCOMでは確実にプロジェクトを進⾏するために、100項⽬以上のタスクを細かくフロー化し、 

全フローをクライアントと共有する進⾏管理を⾏っています。各段階毎に成果物のチェックと承認を 

いただいたうえで次の段階の作業へ進むため、⼤きな相違が発⽣するといった⼼配がありません。

 Comparis
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事例紹介
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リニューアル前の課題とご要望

伝えたいことがたくさんあり、伝え⽅を精査できていないとのことで、コンテ

ンツが整理されておらず、雑多になってしまっている。 

⇒ユーザーが迷⼦になってしまうほどサイト構成が複雑になっている。 

既存サイトの更新は⼿間がかかるので、より簡単に更新作業を⾏いたい。 

リクルート向けのイメージに⼀新したい。

・

・

山梨共立病院グループ採用サイト
https://recruitkyouritsu.com/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

公益社団法⼈ ⼭梨勤労者医療協会

総合病院（医療‧健康）

リクルートサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

写真撮影 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

WordPress実装 

プロジェクト管理 

運⽤サポート

BEFORE AFTER

・

コンテンツ設計に注⼒した制作例 
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解決⽅法2．更新作業を考えた情報設計

解決⽅法3．リクルート向けのデザイン

更新箇所を絞り込み、作業効率アップへ

更新作業がしやすいように更新箇所を整理し 

情報の出し⽅を区別

解決⽅法１．コンテンツの洗い出しと整理

95ページ ▶ 33ページへ情報の整理整頓

視覚に訴えるビジュアルに整理する

最新のWebデザインの流れを視覚的‧機能的 

に取り⼊れ、アクセシビリティを考慮

コンテンツ設計に注⼒した制作例 
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古いサイトなので、不要な⼀覧ページが多く存在している。 

コンテンツが分かれすぎて階層が深くなってしまっている。 

⇒すっきり⾒やすく、シンプルなデザインに⼀新したい。 

携帯‧タブレット端末への対応 

EC機能の強化

・

・
・

ルミエールワイナリー
https://www.lumiere.jp/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

株式会社ルミエール

製造∕販売

コーポレートサイト∕ECサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

UIデザイン 

プロジェクト管理 

コーディング後、デザイン監修

BEFORE AFTER

リニューアル前の課題とご要望

コンテンツ設計に注⼒した制作例 
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解決⽅法2．主要ページへの導線設計

解決⽅法2．各ページの情報設計とデザイン

視覚に訴えるビジュアルに整理する

⽂章を読んでもらうために、⾒出しを意識し 

読むテンポをつくる

コンテンツの分類を整理 

主要コンテンツへの導線の整備

解決⽅法１．コンテンツの洗い出しと整理

161ページ ▶ ECサイト28ページ 

公式30ページへ情報の整理整頓

コンテンツ設計に注⼒した制作例 



吉野コンサルティングオフィス
https://yoshino-consult.com/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

吉野コンサルティングオフィス

⼠業（社会保険労務⼠）

コーポレートサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

WordPress実装 

プロジェクト管理 

運⽤サポート（マニュアル作成）

制作実績
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株式会社内藤
https://www.naito-co.com/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容 

株式会社内藤

製造業

コーポレートサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

写真撮影 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

WordPress実装 

プロジェクト管理 

運⽤サポート（マニュアル作成）

制作実績
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有限会社スダマ
https://sudama.jp/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

有限会社スダマ

製造卸業

ECサイト（兼コーポレートサイト）

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

ネットショップ機能 

プロジェクト管理 

運⽤サポート（マニュアル作成）

制作実績
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ドレス⼯房 五萬円館
https://www.gomanenkan.com/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

ブライダルサービスキグチ

貸⾐装業

コーポレートサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

WordPress実装 

プロジェクト管理 

運⽤サポート（マニュアル作成）

制作実績
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弁護⼠ 古屋⽂和
https://bengoshifuruya-law.com/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

ひまわり法律事務所

仕業（弁護⼠）

コーポレートサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

写真撮影 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

WordPress実装 

プロジェクト管理 

運⽤サポート（マニュアル作成）

制作実績
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オプトホーム
https://www.opthome.jp/

企業

業種

種別

デバイス

制作内容

オプトホーム株式会社

建築業

コーポレートサイト

PC∕SP（レスポンシブデザイン）

プランニング 

サイト設計 

ワイヤーフレーム作成 

UIデザイン 

HTMLコーディング 

WordPress実装 

プロジェクト管理 

運⽤サポート（マニュアル作成）

制作実績


