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confidential Company Profile

slowtime design株式会社
（英文表示 slowtime design Inc.）

～ 『まったり。』を世の中に提供する ～
slowtime designは、『まったり。』を提供し、
社会に貢献します。
『まったり。』の定義とは、「幸福感･安堵感･向上心」へ
と結びつける「空間･時間･感覚」のこと。

 ～ 『まったり。』を世の中に提供する ～
に基づいた経営
誰もが成長でき、お互いに良い刺激のある
環境づくりを心がけ、
お客様（社会･ユーザー様･取引会社様･
slowtime designに関わる全ての方 ）々に少しでも
『まったり。』を提供することに努める。

荒井　純

2010年9月3日

紙･WEB･モバイル各種媒体のコンテンツ企画･制作･デザイン

アプリケーション開発（iOS/Android）

自社サービスの企画･運営･制作

slowtime design STOREの店舗運営

1,000,000円

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町1-34-22

田島ビル3F

0422-27-6963 / 0422-27-6962

info@slowtime-design.com

三菱東京UFJ銀行  荻窪支店

みずほ銀行  吉祥寺支店

三井住友銀行  西荻窪支店

社名

企業理念

経営理念

代表取締役

設立

事業内容

資本金

本店所在地

TEL / FAX 

MAIL

取引銀行
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  WEB SITE

ポニーキャニオン様
アイドルグループ「ベイビーレイズ」オフィシャルサイト
デザイン制作
コーディング
保守･運用
※現在は行っておりません。

ポニーキャニオン様
アーティスト「有形ランペイジ」オフィシャルサイト
デザイン制作
コーディング
CMS制作（WordPress）

ポニーキャニオン様
「ぽにきゃんアイドル倶楽部」オフィシャルサイト
デザイン制作
コーディング
保守･運用

Canter様（映像制作会社）
コーポレートサイト制作
デザイン制作
コーディング

眞人堂様（出版･PR･ブランディング）
コーポレート制作
デザイン制作
コーディング

某化粧品メーカーランディングページ制作
デザイン制作
コーディング

某留学専門学校オフィシャルサイト
デザイン制作
コーディング

某ソムリエオフィシャルサイト
デザイン制作
コーディング
CMS制作（WordPress）

某タレントオフィシャルサイト
デザイン制作
コーディング

某不動産物件サイト
コーディング

某財団オフィシャルサイト
デザイン制作

某健康商品メーカーランディングページ制作
デザイン制作

某アイスクリームブランドオフィシャルサイト
保守･運用

某国観光サイト運用
保守･運用

某TV局系列コーポレートサイト
保守･運用（WordPress）

SKY GROUP様
マセラティ 目黒
マセラティ 杉並
ランボルギーニ麻布
WEB運用サポート

  デジタルコンテンツ

SKY GROUP様
マセラティ･ランボルギーニ広告バナー制作

ディマージシェア様
アドマージFLASH広告バナー制作

某政党FLASH広告バナー制作

某ブランドメーカーFLASH広告バナー制作

某アパレルメーカーメルマガデザイン制作

弊社では今までこんなことをやってきました。

某ソーシャルゲーム広告バナー制作

某健康商品メーカーサイト内バナー制作

某壁紙サイト壁紙画像制作

某アーティストサイトAndroidライブ壁紙制作

  アプリ（iOS/Android/Facebook）

UHA味覚糖様
ARアプリ開発（iOS/Android）
3Dモデリング･モーション制作
アプリデザイン制作
アプリ開発
BGM･効果音制作
アプリプロモーションビデオ制作

アゴス･ジャパン様
ビデオラーニングアプリ（iOS/Android）
動画撮影･編集
アプリデザイン制作
アプリ開発

某子供向け教育アプリ（iOS/Android）
デザイン･イラスト制作
アプリ開発
音声（声優の手配）･効果音･BGM制作

某パチンコメーカーカメラフレームアプリ開発（iOS）
アプリ開発

某動画メディアアプリ開発（iOS）
デザイン制作
アプリ開発

某玩具メーカーのサウンドゲームアプリ開発（iOS）
デザイン制作
音源･BGM･効果音制作
アプリ開発

某化粧品メーカー商品レビューアプリ（Facebook）
デザイン制作
アプリ開発
CMS開発

某レーベルスロットキャンペーンアプリ（iOS）
デザイン制作
BGM･効果音制作
アプリ開発

某宝石メーカーキャンペーンアプリ（Facebook）
デザイン制作
アニメーションコーディング

某占いアプリ（iOS / Android）
デザイン制作

その他のアプリ開発
4コマアプリ･写真集アプリ･フォト時計アプリ

  印刷物

SKY GROUP様
マセラティ 目黒
マセラティ 杉並
ランボルギーニ麻布
DM制作

データリーフ様
[Alexandros]ファンクラブ会報vol.1
グラフィックデザイン

データリーフ様
『早乙女太一』ファンクラブ会報vol.15～vol.18
グラフィックデザイン
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『SKY GROUP 採用サイト』

https://recruit.sky-g.org/

クライアント　　　　              SKY GROUP

WEBディレクション　            荒井純（slowtime design Inc.）
デザイン　　　　　　　    大内篤（slowtime design Inc.）
コーディング / ワードプレス　阿部祐太（slowtime design Inc.）
エディター 　　　橋爪翔太（slowtime design Inc.）
インタビュアー                         荒井純（slowtime design Inc.）
インタビューフォト                   橋爪翔太（slowtime design Inc.）
アシスタント                            志村茜（slowtime design Inc.）
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『医療用ウィッグ（女性）スヴェンソン』

https://ladys.svenson.co.jp/

クライアント スヴェンソン

デザイン 佐藤陽（slowtime design Inc.）
WEBディレクション 荒井純（slowtime design Inc.）
コーディング 弓削直樹.（slowtime design Inc.）
アシスタント 志村茜 / 村上由佳 / 駒見友美（slowtime design Inc.）
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『ネイルサロン  Diva(ディーバ)』

http://www.naildiva.jp/

クライアント  Diva

アートディレクション　池田樂水
WEBディレクション　 荒井純（slowtime design Inc.）
デザイン　　　　　　古谷祐介（slowtime design Inc.）
ワードプレス　　　   弓削直樹（slowtime design Inc.）
アシスタント　　　 志村茜 / 駒見友美 （slowtime design Inc.）
WEB制作･運用   slowtime design Inc.
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『京都国際マンガ・アニメフェア（京まふ）201 7』

http://kyomaf.kyoto/

クライアント 京都市
エージェント　　　ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
WEBディレクション 大内篤（slowtime design Inc.）
デザイン 大内篤（slowtime design Inc.）
コーディング 弓削直樹（slowtime design Inc.）
アシスタント 荒井純 / 志村茜 （slowtime design Inc.）
WEB制作･運用 slowtime design Inc.
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LINEスタンプ『ゆるひつじの日常』 

https://line.me/S/sticker/3423624

イラスト 古谷祐介（slowtime design Inc.）
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劇場上映『劇場版  弱虫ペダル』公式サイト

©渡辺航（週刊少年チャンピオン） ／ 劇場版弱虫ペダル製作委員会

http://yowapeda-movie.com/

クライアント 東宝
エージェント 金山宏司（MSA）
デザイン 濱祐斗デザイン事務所
WEBディレクション 荒井純（slowtime design Inc.）
WEB制作･運用 slowtime design Inc.
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『リスアニ！LIVE 2018』

https://www.lisani.jp/live/

クライアント 株式会社エムオン・エンタテインメント
WEBディレクション 阿部祐太（slowtime design Inc.）
デザイン 佐藤陽（slowtime design Inc.）
コーディング 阿部祐太（slowtime design Inc.）
アシスタント 古谷祐介（slowtime design Inc.）
WEB制作･運用 slowtime design Inc.
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『リスアニ！LIVE 201 7』

https://www.lisani.jp/live/2017/

クライアント 株式会社エムオン・エンタテインメント
WEBディレクション 阿部祐太（slowtime design Inc.）
デザイン 佐藤陽（slowtime design Inc.）
コーディング 阿部祐太（slowtime design Inc.）
WEB制作･運用 slowtime design Inc.
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『NPO法人ダックス』

http://npo-dachs.com/

クライアント　　　　　　　   NPO法人ダックス
WEBディレクション　　　　荒井純（slowtime design Inc.）
デザイン / イラスト　　　　 古谷祐介（slowtime design Inc.）
コーディング / ワードプレス　阿部祐太（slowtime design Inc.）
フォトグラファー　　　　　荒井純（slowtime design Inc.）
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『NOA eyes  vol .03/vol .04』

配布店舗：http://www.noa-opt.com/pg194.html

クライアント 株式会社ノア
カバーモデル　　　   Model Maison book girl 和田輪 / まこみなみなみ

ディレクター 荒井純（slowtime design Inc.）
エディター　　　　　小原明子 / 橋爪翔太（slowtime design Inc.）
デザイン 佐藤陽（slowtime design Inc.）
イラスト　　　　　　古谷 祐介（slowtime design Inc.）
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制作･運用などのお困りごとなど御座いましたら、

お気軽にご相談くださいませ。

in fo@slowtime-design .com

042 2-27-6963
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