
20

OK!

21

22

23

24

APNプレミア
コンサルティング
パートナー

日本で８社のみ AWS公式
資格認定数
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以上

AWSサービス
デリバリープログラム

１位
取得数世界

APNコンサルティング
パートナーオブザイヤー

2018

受賞

日次で記事一覧を取得できるRSSの提供
https://feed.classmethod.jp/blog/daily.rss

ユーザに有益な情報であれば社内のノウハウも余すところなく記事化

現在18,000本以上の記事を掲載（2019年9月現在）AWS関連の技術記事を
約8,000本以上掲載

憶測やセオリーだけでなく、実地検証に基づく「やってみた」記事を公開

オウンドメディアで18,000本以上のAWS情報をお届け

「Developers.IO」は月間235万PV以上、80万UU以上を誇る、
クラスメソッド社員が執筆するIT技術に特化したオウンドメディ
アです。AWS、ビッグデータ、モバイル、IoT などの記事を掲載
中です。

https://dev.classmethod.jp/

●

●

●

●

0120-991-668
（平日9:30～18:30)

電話でお問い合わせ

pr@classmethod.jp
メールからお問い合わせ

クラスメソッド株式会社へお気軽にお問い合わせください

ver. 2019.9

本社（秋葉原オフィス）
〒 101-0025　東京都千代田区神田
佐久間町1丁目11番地 産報佐久間ビル8階

岩本町1／岩本町2／大阪／札幌／岡山/福岡／
那覇／上越／バンクーバー／ベルリン／グルガオン

支社
https://classmethod.jp

クラスメソッド株式会社
https://classmethod.jp

クラスメソッド株式会社
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環境移行

AWS
運用代行

Alexaスキル
開発支援

Amazon
Connect

チャットボット
開発支援

モバイルアプリ
開発

DevOps

ビッグデータ
活用

AWS
セキュリティ
対策

請求代行サービス
一律5％割引プラン

AWS全リージョン、全サービス一律
5%割引。初期費用および月額手数
料無料で請求代行や高品質なサポー
トなど7つの特典を受けられます。

請求代行サービス
EC2・CDN割引プラン

基幹システムでEC2を多く用いた
構成を使う場合や、CloudFrontを
活用した構成を使いたい場合に特に
おすすめのプランです。

プレミアムサービス

請求代行プランの特典に加え、エン
ジニアによる技術支援サービスをご
利用いただけます。

アマゾン ウェブ サービス（AWS）総合支援サービス
「クラスメソッドメンバーズ」
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株式会社IDOM
長期的なAWS活用に寄り添った、サポートから構築支援までの包括的支援

凸版印刷株式会社
先進的な統合ID認証サービスをサーバーレスシステムとして構築

本田技研工業株式会社
AlteryxとAmazon AthenaでHondaの“新しい柱”を構築

大和総研グループ
「スマートスピーカー×採用情報」を実現させたAmazon Alexaスキル

株式会社モンテローザ
LINEで白木屋、笑笑ほか飲食チェーンの予約を受け付けるAIチャットボットの開発支援

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
「みんなの株式」や「株探」など多数のメディア運営をスムーズにするAWSインフラ管理代行

SBギフト株式会社
サプライヤー向け管理業務用のアプリをサーバーレスとSPAで制作

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
ブランドコミュニケーションを促進するiOS/Androidアプリを迅速に提供

トランコム株式会社
クラウド型コンタクトセンター活用による電話応答のサービス向上を追求

株式会社リトル・ママ
メディアと開発体制の進化を後押しするAWS活用とDevOps支援

会社概要 クラスメソッドのサービス、パートナー、活動、企業情報

クラスメソッドについて

導入事例

14

CASE STUDY
クラスメソッドの事例集
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株式会社IDOM様

長期的なAWS活用に寄り添った、サポートから構築支援までの包括的支援

利用サービス 利用サービス

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド様

「みんなの株式」や「株探」など多数のメディア運営をスムーズにする
AWSインフラ管理代行

株式会社ミンカブ・ジ・
インフォノイド様
事例インタビュー
2019/03/15公開
https://classmethod.jp
/cases/minkabu/

インタビュー本文はこちら

月島学様/株式会社IDOM  IT Platformセクション セクションリーダー

「我々がやらなければいけないのは、ビジネスや事業についてシステム的
にコミットすることなので、そこに対してテクノロジーで足らない部分で
今後もクラスメソッドの力を借りていきたいです。『すいません、設計を
手伝ってほしいんですけど』『こちらのモック見てみてどうでしたか？』と
いった形など、今後もいろんなサービスを使っていくと思うので、まだ
まだワガママを言える関係でいられたらと思っています。」

お客様の背景
従来のオンプレミス環境、仮想サーバからフットワークの軽いクラウドを検討
システム開発を協力ベンダーに依頼することも多く、社内外にシステムが多数存在
AWSの幅広いサービス、マネージドサービスやAPI活用がコスト削減に魅力的

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

●

●

案件に応じた環境構築支援。モックアップ作成から1、2週間で設計することも
クラウド活用支援オプションなどで密接な運用サポート
リザーブドインスタンスの期限切れ、アラートやセキュリティに関するレポート作成
公式サポートに担当エンジニアの知見をプラスアルファ
定例ミーティング開催。アプリケーションベンダーとの打ち合わせにも同席

結果
●

●

●

クラスメソッドメンバーズを通じてAWS割引や技術サポートなど5年以上継続支援
安定したAWS運用。マネージドサービス採用などの発展的なAWS活用の検討も
AWS利用量が倍増するも運用支援によってスタッフ数は従来のまま

川端宏昌様/株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  メディア開発部 部長

「きちんとしたルートユーザーの管理をしていただいている、という感じ
です。基本的なことを全部やってくれるのはありがたいと思いますね。（ク
ラスメソッドのサービス品質について）一切の不満がないという最大限
の褒め言葉です。滞りなく自分たちのビジネスが進められているという
ところで物申すことはありません。」

お客様の背景
「みんなの株式」「株探」など1サービスに1アカウントを紐づけて運用
ほぼ1人でインフラの面倒を見るためアカウントのセキュリティ運用面に課題

●

●

弊社の提案
●

●

●

サービス利用費無料でAWS割引が適用される「請求代行プラン」提案
クラスメソッドメンバーズでAWSアカウントを同社と共同管理
公式エンタープライズサポートプラン相当のカスタマーサポートを無償提供

結果
●

●

金額的なコスト削減を実現「この値引き額で選ばない理由がない」
24時間365日、日本語でクラスメソッドが間に立ってサポート対応

株式会社IDOM様
事例インタビュー
2019/02/07公開

https://classmethod.jp
/cases/idom/

インタビュー本文はこちら

利用オプション

運用代行

監視

構築支援

DDoS攻撃対策フルマネージド
DeepSecurity

活用支援

コンサルティング

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス

日本語請求書発行AWS利用料金割引

申請代行 クラスメソッド
メンバーズポータル

証跡ログ サイバーリスク保険

AWS
エンタープライズサポート

加入特典

「クラスメソッドメンバーズ」請求代行サービス
は初期費用＆月額無料でAWS料金割引、円建
て請求書発行、日本語サポートなどを提供する
支援サービスです。

https://classmethod.jp/services/
members/

54



株式会社IDOM様

長期的なAWS活用に寄り添った、サポートから構築支援までの包括的支援
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株式会社ミンカブ・ジ・
インフォノイド様
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2019/03/15公開
https://classmethod.jp
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インタビュー本文はこちら

月島学様/株式会社IDOM  IT Platformセクション セクションリーダー

「我々がやらなければいけないのは、ビジネスや事業についてシステム的
にコミットすることなので、そこに対してテクノロジーで足らない部分で
今後もクラスメソッドの力を借りていきたいです。『すいません、設計を
手伝ってほしいんですけど』『こちらのモック見てみてどうでしたか？』と
いった形など、今後もいろんなサービスを使っていくと思うので、まだ
まだワガママを言える関係でいられたらと思っています。」

お客様の背景
従来のオンプレミス環境、仮想サーバからフットワークの軽いクラウドを検討
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弊社の提案
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案件に応じた環境構築支援。モックアップ作成から1、2週間で設計することも
クラウド活用支援オプションなどで密接な運用サポート
リザーブドインスタンスの期限切れ、アラートやセキュリティに関するレポート作成
公式サポートに担当エンジニアの知見をプラスアルファ
定例ミーティング開催。アプリケーションベンダーとの打ち合わせにも同席

結果
●
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●

クラスメソッドメンバーズを通じてAWS割引や技術サポートなど5年以上継続支援
安定したAWS運用。マネージドサービス採用などの発展的なAWS活用の検討も
AWS利用量が倍増するも運用支援によってスタッフ数は従来のまま

川端宏昌様/株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド  メディア開発部 部長

「きちんとしたルートユーザーの管理をしていただいている、という感じ
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結果
●

●

金額的なコスト削減を実現「この値引き額で選ばない理由がない」
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お客様の背景
新サービスを自社で立ち上げ予定
AWSのマネージドサービスやサーバーレス技術を使い、できるだけ内製化を進める
本当にこのアーキテクチャーで大丈夫か不安
技術サポートを誰かにしっかりしてほしい

●

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

●

マネージドサービスを中心に活用を提案
Amazon Cognitoなど特に新しいサービスの活用を提案
想定するアーキテクチャーを実際に作ってみて検証して共有
Developers.IOで質問に答えるアンサーブログを執筆

結果
●

●

内製でのサービス開発をやりきってリリース
お客様社内でAWS活用の機運が更に高まった

近藤智則様/凸版印刷株式会社  情報コミュニケーション事業本部 セキュアビ
ジネスセンター

「私たちに不足しているサーバーレス構成、マネージドサービスの活用方
法について、クラスメソッドは細やかかつ確実な回答をくれました。も
しサポートがなければ、技術的に解決できないことがいくつもありまし
た。ID-NEXは、クラスメソッドの協力によって実現したサービスである
と断言できます」

AWS Cloud

Mobile Client

Internet

Client

Amazon S3

AWS Lambda Amazon 
Aurora

JavaScript SDK
Android SDK
iOS SDK

Amazon Cognito
User Pools

API
Gateway

データ格納

真贋判定API管理 データベース

ユーザ認証

凸版印刷株式会社様

先進的な統合ID認証サービスをサーバーレスシステムとして構築

SBギフト株式会社様

サプライヤー向け管理業務用のアプリをサーバーレスとSPAで制作

一宮翔太様/SBギフト株式会社  システム部

鈴木麻陛様/SBギフト株式会社  システム部 次長

「ひとつひとつの技術は私たちもわかるのですけれど、それを一括で通
して理解しているのがクラスメソッドです。AWSを利用したSPA
（Single Page Application）をどう実装するかといった実績がなかっ
たこともあり、そこでサポートしてもらえるのはとても助かりました」

「困ったことがあってもその場で教えてもらえることがほとんどでした」

お客様の背景
電子ギフトサービスの集計、データ編集が機能実装されておらず都度社内で手作業
機能実装と管理工数を削減するためにサーバーレスアーキテクチャを採用したい

●

●

弊社の提案
●

●

●

サーバーレスアーキテクチャ開発専任チームが構築前から包括的に支援
AWSを利用したSingle Page Application（SPA）を提案
イレギュラーな事象に対してもDevelopers.IO執筆エンジニアがその場で回答

結果
●

●

●

数千万レコードの情報を必要な範囲に絞り込んで管理しパフォーマンス向上
初のサーバーレスアーキテクチャを安心して導入。今後のサービス展開でも検討
レスポンスの良さがサービス利用者から好評

利用サービス

凸版印刷株式会社様
事例インタビュー
2017/06/08公開

https://classmethod.jp
/cases/toppan/

インタビュー本文はこちら

利用オプション

コンサルティング

利用サービス

SBギフト株式会社様
事例インタビュー
2019/01/10公開

https://classmethod.jp
/cases/sbgift3/

インタビュー本文はこちら

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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お客様の背景
新サービスを自社で立ち上げ予定
AWSのマネージドサービスやサーバーレス技術を使い、できるだけ内製化を進める
本当にこのアーキテクチャーで大丈夫か不安
技術サポートを誰かにしっかりしてほしい

●

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

●

マネージドサービスを中心に活用を提案
Amazon Cognitoなど特に新しいサービスの活用を提案
想定するアーキテクチャーを実際に作ってみて検証して共有
Developers.IOで質問に答えるアンサーブログを執筆

結果
●

●

内製でのサービス開発をやりきってリリース
お客様社内でAWS活用の機運が更に高まった

近藤智則様/凸版印刷株式会社  情報コミュニケーション事業本部 セキュアビ
ジネスセンター

「私たちに不足しているサーバーレス構成、マネージドサービスの活用方
法について、クラスメソッドは細やかかつ確実な回答をくれました。も
しサポートがなければ、技術的に解決できないことがいくつもありまし
た。ID-NEXは、クラスメソッドの協力によって実現したサービスである
と断言できます」

AWS Cloud

Mobile Client

Internet

Client

Amazon S3

AWS Lambda Amazon 
Aurora

JavaScript SDK
Android SDK
iOS SDK

Amazon Cognito
User Pools

API
Gateway

データ格納

真贋判定API管理 データベース

ユーザ認証

凸版印刷株式会社様

先進的な統合ID認証サービスをサーバーレスシステムとして構築

SBギフト株式会社様

サプライヤー向け管理業務用のアプリをサーバーレスとSPAで制作

一宮翔太様/SBギフト株式会社  システム部

鈴木麻陛様/SBギフト株式会社  システム部 次長

「ひとつひとつの技術は私たちもわかるのですけれど、それを一括で通
して理解しているのがクラスメソッドです。AWSを利用したSPA
（Single Page Application）をどう実装するかといった実績がなかっ
たこともあり、そこでサポートしてもらえるのはとても助かりました」

「困ったことがあってもその場で教えてもらえることがほとんどでした」

お客様の背景
電子ギフトサービスの集計、データ編集が機能実装されておらず都度社内で手作業
機能実装と管理工数を削減するためにサーバーレスアーキテクチャを採用したい

●

●

弊社の提案
●

●

●

サーバーレスアーキテクチャ開発専任チームが構築前から包括的に支援
AWSを利用したSingle Page Application（SPA）を提案
イレギュラーな事象に対してもDevelopers.IO執筆エンジニアがその場で回答

結果
●

●

●

数千万レコードの情報を必要な範囲に絞り込んで管理しパフォーマンス向上
初のサーバーレスアーキテクチャを安心して導入。今後のサービス展開でも検討
レスポンスの良さがサービス利用者から好評

利用サービス

凸版印刷株式会社様
事例インタビュー
2017/06/08公開

https://classmethod.jp
/cases/toppan/

インタビュー本文はこちら

利用オプション

コンサルティング

利用サービス

SBギフト株式会社様
事例インタビュー
2019/01/10公開

https://classmethod.jp
/cases/sbgift3/

インタビュー本文はこちら

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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本田技研工業株式会社様

AlteryxとAmazon AthenaでHondaの“新しい柱”を構築

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド様

ブランドコミュニケーションを促進するiOS/Androidアプリを迅速に提供

福森穣様/本田技研工業株式会社  ビジネス開発統括部
ビジネス開発戦略部 戦略課 主任

「クラスメソッドは、AthenaやAlteryxのような最先端の技術に精通し、
どこよりも早く実装できる力を持ったベンダーだと感じています。新し
いサービスが生まれたら、ぜひ積極的に提案してほしいですね」（福森様）

お客様の背景
Hondaの新しい柱に繋がるプラットフォームの開発
「道路通行実績情報」を用いた新たなコトづくりへ新規事業開発
 既に社内で基本的な仕組みを試作構築していた
分析基盤を必要なときだけ利用することでコストを抑えたい
位置情報を柔軟に分析するためのツールの選定
収集、加工、分析レポート出力の自動化をどう実現するか

●

●

●

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

Athena、Alteryx、Tableauの組み合わせを提案
SPSSからの移行、Amazon EMRからの移行を提案
データ数や種類がスケールした場合の試算と検証

結果
●

●

●

社内検討時のコスト試算から約10分の1のコスト実績へ
処理時間も大幅に短縮
運用時のデータ加工にプログラミング不要

お客様の背景
来店されるお客様との接客を超えた信頼関係づくりに取り組み
購入時以外でも気軽にブランドに触れる環境づくり
スタッフ自身が毎日を楽しめる環境づくり
アプリ開発だけでなくリテールに関するユーザー体験への深い理解
変容するビジネス環境に対してアプリで柔軟に対応し続けること
汎用サービスの組み合わせだけではやりたいことが実現できない

●

●

●

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

テンプレートを導入（CSモバイル）
UIは独自に作り込んで使いやすさや追求
基本機能に加えて、オンライン接客など追加提案

結果
●

●

低コスト、短期導入、高速で安定動作を実現
新たな体験づくりに向けて共に歩んでいます

AWS Cloud 外部サービス

モバイルアプリ コンテンツ管理者

外部システム
ETL処理

API

ECS 
Cluster

APP

CMS

ECS 
Cluster

Amazon
Cognito

AWS WAF

Amazon
CloudFront

Elastic Load
Balancing

Elastic Load
Balancing

Amazon
Kinesis

Amazon
CloudFront

Amazon
Route 53

AWS WAF Amazon S3

AWS
Fargate

AWS
Fargate

Amazon
Route 53

コンテンツ配信

配信データ管理

来店履歴分析

Amazon EC2 Amazon
CloudWatch

Amazon Cognito
User Pools

Amazon
Aurora

Amazon
DynamoDB

Amazon S3

Amazon EC2

AWS Lambda
Amazon

CloudWatch

Amazon
Elasticsearch Service

Amazon Aurora

利用サービス 利用サービス

株式会社サマンサタバサ
ジャパンリミテッド様
事例記事
2017/11/20公開

https://classmethod.jp/
cases/samanthathavasa/

記事本文はこちら

Amazon S3 Amazon S3

Amazon S3

Amazon Athena

パーティション設定
インスタンス

本田技研様
AWSアカウント

クラスメソッド メンバーズAWSアカウント

Amazon Workspaces

TableauALTERYX システム
利用者 本田技研工業株式会社様

事例インタビュー
2018/05/21公開

https://classmethod.jp
/cases/honda/

インタビュー本文はこちら

Alteryxは、米アルテリックス社が提供するデー
タプレパレーション、ブレンディング、分析プラ
ットフォームです。クラスメソッドはAlteryxの
ライセンス販売や導入サポートを行っています。

htps://classmethod.jp/partner/
alteryx/

クラスメソッドはモバイルアプリ開発プラット
フォーム「カスタマーストーリーモバイル」を
通じてUI/UXに優れたiOS/Androidアプリ
の制作を行っております。

https://classmethod.jp/services/
mobileapps/

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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本田技研工業株式会社様

AlteryxとAmazon AthenaでHondaの“新しい柱”を構築

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド様

ブランドコミュニケーションを促進するiOS/Androidアプリを迅速に提供

福森穣様/本田技研工業株式会社  ビジネス開発統括部
ビジネス開発戦略部 戦略課 主任

「クラスメソッドは、AthenaやAlteryxのような最先端の技術に精通し、
どこよりも早く実装できる力を持ったベンダーだと感じています。新し
いサービスが生まれたら、ぜひ積極的に提案してほしいですね」（福森様）

お客様の背景
Hondaの新しい柱に繋がるプラットフォームの開発
「道路通行実績情報」を用いた新たなコトづくりへ新規事業開発
 既に社内で基本的な仕組みを試作構築していた
分析基盤を必要なときだけ利用することでコストを抑えたい
位置情報を柔軟に分析するためのツールの選定
収集、加工、分析レポート出力の自動化をどう実現するか

●

●

●

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

Athena、Alteryx、Tableauの組み合わせを提案
SPSSからの移行、Amazon EMRからの移行を提案
データ数や種類がスケールした場合の試算と検証

結果
●

●

●

社内検討時のコスト試算から約10分の1のコスト実績へ
処理時間も大幅に短縮
運用時のデータ加工にプログラミング不要

お客様の背景
来店されるお客様との接客を超えた信頼関係づくりに取り組み
購入時以外でも気軽にブランドに触れる環境づくり
スタッフ自身が毎日を楽しめる環境づくり
アプリ開発だけでなくリテールに関するユーザー体験への深い理解
変容するビジネス環境に対してアプリで柔軟に対応し続けること
汎用サービスの組み合わせだけではやりたいことが実現できない

●

●

●

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

テンプレートを導入（CSモバイル）
UIは独自に作り込んで使いやすさや追求
基本機能に加えて、オンライン接客など追加提案

結果
●

●

低コスト、短期導入、高速で安定動作を実現
新たな体験づくりに向けて共に歩んでいます

AWS Cloud 外部サービス

モバイルアプリ コンテンツ管理者

外部システム
ETL処理

API

ECS 
Cluster

APP

CMS

ECS 
Cluster

Amazon
Cognito

AWS WAF

Amazon
CloudFront

Elastic Load
Balancing

Elastic Load
Balancing

Amazon
Kinesis

Amazon
CloudFront

Amazon
Route 53

AWS WAF Amazon S3

AWS
Fargate

AWS
Fargate

Amazon
Route 53

コンテンツ配信

配信データ管理

来店履歴分析

Amazon EC2 Amazon
CloudWatch

Amazon Cognito
User Pools

Amazon
Aurora

Amazon
DynamoDB

Amazon S3

Amazon EC2

AWS Lambda
Amazon

CloudWatch

Amazon
Elasticsearch Service

Amazon Aurora

利用サービス 利用サービス

株式会社サマンサタバサ
ジャパンリミテッド様
事例記事
2017/11/20公開

https://classmethod.jp/
cases/samanthathavasa/

記事本文はこちら

Amazon S3 Amazon S3

Amazon S3

Amazon Athena

パーティション設定
インスタンス

本田技研様
AWSアカウント

クラスメソッド メンバーズAWSアカウント

Amazon Workspaces

TableauALTERYX システム
利用者 本田技研工業株式会社様

事例インタビュー
2018/05/21公開

https://classmethod.jp
/cases/honda/

インタビュー本文はこちら

Alteryxは、米アルテリックス社が提供するデー
タプレパレーション、ブレンディング、分析プラ
ットフォームです。クラスメソッドはAlteryxの
ライセンス販売や導入サポートを行っています。

htps://classmethod.jp/partner/
alteryx/

クラスメソッドはモバイルアプリ開発プラット
フォーム「カスタマーストーリーモバイル」を
通じてUI/UXに優れたiOS/Androidアプリ
の制作を行っております。

https://classmethod.jp/services/
mobileapps/

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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お客様の背景
2020年度の採用活動において、スマートスピーカー「Amazon Echo Spot」「Amazon 
Echo」での音声対話を通じて同社に関する情報を就職希望者に提供する企画を展開したい

弊社の提案
●

●

●

音声AIの技術開発に特化した専任チームがスキル開発を支援
要望に応じた音声ユーザーインターフェース（VUI）シナリオ設計
AWS構築運用とVUI設計のノウハウを駆使したシステム構成の提案

結果
●

●

スマートスピーカー×採用情報を実現させたAmazon Alexaスキル公開
Alexaスキル内で動画インタビューやクイズを楽しめる

大和総研グループ様

「スマートスピーカー×採用情報」を実現させたAmazon Alexaスキル

トランコム株式会社様

クラウド型コンタクトセンター活用による電話応答のサービス向上を追求

大和総研グループ様
事例記事
2019/01/08公開

https://classmethod.jp
/cases/dir/

記事本文はこちら

利用サービス 利用サービス

AWS CloudAmazon Alexa
プラットフォーム

ログ監視／エラー通知

AWS LambdaAmazon 
CloudWatch

Amazon S3

AWS Lambda
スキルバックエンド

コンテンツ動画 /
音声 /画像ファイル

Amazon SNS 担当者就職希望者 Amazon 
Echo ASK

Alexa Skills Kit

Amazon Echoなどのスマートスピーカー向け音声サービ
スAmazon Alexaの独自機能「Alexaスキル」の企画開発、
運用、社内レクチャーなど幅広くサポートします。海外で
いち早くAlexa支援を展開しているクラスメソッドが、豊
富なノウハウをもとにお客様企業の先進的なビジネスを支
援します。

https://classmethod.jp/services/
alexa/

Amazon Alexa（アレクサ）
開発・導入支援

お客様の背景
●

●

●

輸送マッチング事業を行うコンタクトセンターのお客様サービス向上
受電時のヒアリングで拠点間の情報を迅速に照会できるようにさせたい
人的リソースの依存から解放されたい

弊社の提案
●

●

クラウド型コンタクトセンターサービス「Amazon Connect」を紹介
音声AI技術支援の実績を活かし適切な電話応対のストーリー設計を提案

結果
●

●

PoC利用から導入検討がスタート
応対履歴を分析した運用改善など今後のサービス拡大も検討

トランコム株式会社様
事例記事
2019/05/17公開

https://classmethod.jp
/cases/trancom/

記事本文はこちら

お客様の課題、ニーズ、リソースに合わせて最適
なAmazon Connect活用方法をご提案するコ
ンサルテーションから、公開後の運用支援まで、
AWSの最先端技術活用をクラスメソッドが総合
的にご支援いたします。

https://classmethod.jp/services/
amazon-connect/

クラウド型コンタクトセンターサービス 
「Amazon Connect」導入支援

AWS Cloud

お客様

Elastic Load 
Balancing

Amazon
EC2

Amazon 
DynamoDB

Amazon
Cognito

Amazon
Connect

①コールセンターへ荷電

③DBへのアクセス権限を付与

②CTI機能により、専用Webアプリケーション上の
Amazon Connect Streamsライブラリへ着信
イベントを通知

④データ取得

コールセンター
オペレーター

Webアプリへアクセス

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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お客様の背景
2020年度の採用活動において、スマートスピーカー「Amazon Echo Spot」「Amazon 
Echo」での音声対話を通じて同社に関する情報を就職希望者に提供する企画を展開したい

弊社の提案
●

●

●

音声AIの技術開発に特化した専任チームがスキル開発を支援
要望に応じた音声ユーザーインターフェース（VUI）シナリオ設計
AWS構築運用とVUI設計のノウハウを駆使したシステム構成の提案

結果
●

●

スマートスピーカー×採用情報を実現させたAmazon Alexaスキル公開
Alexaスキル内で動画インタビューやクイズを楽しめる

大和総研グループ様

「スマートスピーカー×採用情報」を実現させたAmazon Alexaスキル

トランコム株式会社様

クラウド型コンタクトセンター活用による電話応答のサービス向上を追求

大和総研グループ様
事例記事
2019/01/08公開

https://classmethod.jp
/cases/dir/

記事本文はこちら

利用サービス 利用サービス

AWS CloudAmazon Alexa
プラットフォーム

ログ監視／エラー通知

AWS LambdaAmazon 
CloudWatch

Amazon S3

AWS Lambda
スキルバックエンド

コンテンツ動画 /
音声 /画像ファイル

Amazon SNS 担当者就職希望者 Amazon 
Echo ASK

Alexa Skills Kit

Amazon Echoなどのスマートスピーカー向け音声サービ
スAmazon Alexaの独自機能「Alexaスキル」の企画開発、
運用、社内レクチャーなど幅広くサポートします。海外で
いち早くAlexa支援を展開しているクラスメソッドが、豊
富なノウハウをもとにお客様企業の先進的なビジネスを支
援します。

https://classmethod.jp/services/
alexa/

Amazon Alexa（アレクサ）
開発・導入支援

お客様の背景
●

●

●

輸送マッチング事業を行うコンタクトセンターのお客様サービス向上
受電時のヒアリングで拠点間の情報を迅速に照会できるようにさせたい
人的リソースの依存から解放されたい

弊社の提案
●

●

クラウド型コンタクトセンターサービス「Amazon Connect」を紹介
音声AI技術支援の実績を活かし適切な電話応対のストーリー設計を提案

結果
●

●

PoC利用から導入検討がスタート
応対履歴を分析した運用改善など今後のサービス拡大も検討

トランコム株式会社様
事例記事
2019/05/17公開

https://classmethod.jp
/cases/trancom/

記事本文はこちら

お客様の課題、ニーズ、リソースに合わせて最適
なAmazon Connect活用方法をご提案するコ
ンサルテーションから、公開後の運用支援まで、
AWSの最先端技術活用をクラスメソッドが総合
的にご支援いたします。

https://classmethod.jp/services/
amazon-connect/

クラウド型コンタクトセンターサービス 
「Amazon Connect」導入支援

AWS Cloud

お客様

Elastic Load 
Balancing

Amazon
EC2

Amazon 
DynamoDB

Amazon
Cognito

Amazon
Connect

①コールセンターへ荷電

③DBへのアクセス権限を付与

②CTI機能により、専用Webアプリケーション上の
Amazon Connect Streamsライブラリへ着信
イベントを通知

④データ取得

コールセンター
オペレーター

Webアプリへアクセス

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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お客様の背景
●

●

コールセンターに問合せが集中する昼食時間帯のスムーズなユーザー対応
予約内容確認などで発生するユーザー拘束時間の削減

弊社の提案
●

●

AIチームが培った自然言語理解、対話技術のノウハウを駆使したチャットボット
人的リソースに依存した電話対応から効率的かつ短時間のユーザー対応を実現

結果
●

●

●

宴会予約を受け付けるAIチャットボットを開発、提供
LINEをインターフェースとして採用し、システム基盤にはAWSを活用
離脱率の低く満足度の高い応対に貢献

株式会社リトル・ママ様
事例インタビュー
2018/11/30公開

https://classmethod.jp
/cases/littlemama/

インタビュー本文はこちら

株式会社モンテローザ様

LINEで白木屋、笑笑ほか飲食チェーンの予約を受け付ける
AIチャットボットの開発支援

株式会社リトル・ママ様

メディアと開発体制の進化を後押しするAWS活用とDevOps支援

株式会社モンテローザ様
事例記事
2018/12/18公開
https://classmethod.jp
/cases/monteroza-ch
atbot/

記事本文はこちら

GitHub

AWS 
CodePipeline

AWS CodeBuild

Amazon ECR

Internet

AWS 
Fargate

ECS

Private 
subnet

Private 
subnet

Public 
subnet

Public 
subnet

VPC

Elastic Load 
Balancing

和田哲郎様/株式会社リトル・ママ  CTO

「これまでサービス基盤にDockerを採用したことがなかったのでやれ
るかどうか若干不安がありました。しかし、弊社が課題に感じていた開
発環境と本番環境の違いから起こる不具合はDockerでやることで発
生しなくなると思ったし、チャレンジしたい気持ちもありました。クラス
メソッドはそこに対しても非常に丁寧にサポートしていただいて。福岡
のメンバーも絶賛していましたね」

お客様の背景
外部の開発会社に都度依頼したことで分散したシステムの統合
実務で未経験だったAWS環境を構築させたい
不安定なデプロイ環境を整備したい

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

AWS環境の構築と並行したDevOps支援
福岡勤務のエンジニアに向けたハンズオン形式でのCI/CDパイプライン構築
2週間～1ヶ月の短期リリースを繰り返しデプロイ環境を強化

結果
●

●

構築開始から2ヶ月での新システム稼働
自動デプロイ導入に伴うテスト実施ほか開発体制の強化　

受付業務やカスタマーサポート向けに、人工知能
（AI）を駆使してテキストの自動対話を行うチャットボ
ットを開発します。自然言語での高度な対話ボットを
AWSの音声認識技術を応用して開発するため、スピ
ーディーかつリーズナブルなシステム構築が可能です。

https://classmethod.jp/services/
chatbot/

チャットボット開発支援

ソフトウェアを市場に投入するまでのリードタイム短
縮、およびお客様のビジネス競争力向上を目的とした
DevOps導入支援サービスです。お客様ご自身が自動
化や開発法等を身につけ、改善し続けられるよう技術
（ツール）、文化（プロセス）の両面からサポートします。

https://classmethod.jp/services/
devops/

DevOpsへの成功を支援
「DevOpsメソッド」

利用サービス 利用サービス

利用オプション

コンサルティング

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/

プレミアムサービス
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弊社の提案
●
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AIチームが培った自然言語理解、対話技術のノウハウを駆使したチャットボット
人的リソースに依存した電話対応から効率的かつ短時間のユーザー対応を実現

結果
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宴会予約を受け付けるAIチャットボットを開発、提供
LINEをインターフェースとして採用し、システム基盤にはAWSを活用
離脱率の低く満足度の高い応対に貢献

株式会社リトル・ママ様
事例インタビュー
2018/11/30公開

https://classmethod.jp
/cases/littlemama/

インタビュー本文はこちら

株式会社モンテローザ様

LINEで白木屋、笑笑ほか飲食チェーンの予約を受け付ける
AIチャットボットの開発支援

株式会社リトル・ママ様

メディアと開発体制の進化を後押しするAWS活用とDevOps支援

株式会社モンテローザ様
事例記事
2018/12/18公開
https://classmethod.jp
/cases/monteroza-ch
atbot/

記事本文はこちら
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和田哲郎様/株式会社リトル・ママ  CTO

「これまでサービス基盤にDockerを採用したことがなかったのでやれ
るかどうか若干不安がありました。しかし、弊社が課題に感じていた開
発環境と本番環境の違いから起こる不具合はDockerでやることで発
生しなくなると思ったし、チャレンジしたい気持ちもありました。クラス
メソッドはそこに対しても非常に丁寧にサポートしていただいて。福岡
のメンバーも絶賛していましたね」

お客様の背景
外部の開発会社に都度依頼したことで分散したシステムの統合
実務で未経験だったAWS環境を構築させたい
不安定なデプロイ環境を整備したい

●

●

●

弊社の提案
●

●

●

AWS環境の構築と並行したDevOps支援
福岡勤務のエンジニアに向けたハンズオン形式でのCI/CDパイプライン構築
2週間～1ヶ月の短期リリースを繰り返しデプロイ環境を強化

結果
●

●

構築開始から2ヶ月での新システム稼働
自動デプロイ導入に伴うテスト実施ほか開発体制の強化　

受付業務やカスタマーサポート向けに、人工知能
（AI）を駆使してテキストの自動対話を行うチャットボ
ットを開発します。自然言語での高度な対話ボットを
AWSの音声認識技術を応用して開発するため、スピ
ーディーかつリーズナブルなシステム構築が可能です。

https://classmethod.jp/services/
chatbot/

チャットボット開発支援

ソフトウェアを市場に投入するまでのリードタイム短
縮、およびお客様のビジネス競争力向上を目的とした
DevOps導入支援サービスです。お客様ご自身が自動
化や開発法等を身につけ、改善し続けられるよう技術
（ツール）、文化（プロセス）の両面からサポートします。

https://classmethod.jp/services/
devops/

DevOpsへの成功を支援
「DevOpsメソッド」

利用サービス 利用サービス

利用オプション

コンサルティング

AWS 料金の請求代行に加え、オプションでコ
ンサルティングやシステム構築や運用保守など
各種技術支援を行います。

https://classmethod.jp/services/
members/
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PARTNER OVERVIEW 会社概要パートナー企業

アクロクエストテクノロジー株式会社 / 株式会社アゼスト / 株
式会社アットウェア / アドビ システムズ 株式会社 / アルテリッ
クス・ジャパン合同会社 / 株式会社イエラエセキュリティ/ イン
フォテリア株式会社 / ウイングアーク１ｓｔ株式会社 / エヌ・
ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 / エフセキュア株式
会社 /F5 ネットワークスジャパン合同会社 /Elasticsearch 株
式会社 / 株式会社エンシィ/Auth0 株式会社 / 日本オラクル株
式会社 / 株式会社オルトプラス / 株式会社ギークフィード/ギッ
トハブ・ジャパン合同会社 /Cloudera 株式会社 /Cradlepoint 
社 / 興安計装株式会社 / 株式会社神戸デジタル・ラボ / 株式
会社コモドジャパン / コンクリートファイブジャパン株式会社 /
サイオステクノロジー株式会社 / 株式会社サイバーセキュリティ
クラウド /Cybot A/S/ 株式会社 CIJ/GMO グローバルサイン
株式会社 / ジェイズ・コミュニケーション株式会社 /JIG-SAW 
株式会社 / シックス・アパート株式会社 / 株式会社シマンテッ
ク / シンクソート・ジャパン株式会社 / スーパーストリーム株式
会社 /Sumo Logic ジャパン株式会社 / 株式会社セゾン情報
システムズ / ソフトバンク・テクノロジー株式会社 / 株式会社
ソラコム /Tableau Japan 株式会社 /Talend 株式会社 /
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 /チャ
イナ・モバイル・インターナショナル株式会社 /DataDog 社 /
日本テラデータ株式会社 / トレジャーデータ株式会社 / トレン
ドマイクロ株式会社 / 日商エレクトロニクス株式会社 / 日本電
気株式会社 / 株式会社ネクフル /Hashicorp 社 / 株式会社は
てな / バラクーダネットワークスジャパン株式会社 / パロアル
トネットワークス株式会社 / 東日本電信電話株式会社 / 株式会
社 Fusic/ 株式会社フルフィルメンツ/ 株式会社プレスマン / 日
本マイクロソフト株式会社 / モビンギ株式会社 /MongoDB 
Japan 社 / 三井物産セキュアディレクション株式会社 / 三菱総
研ＤＣＳ株式会社 /ルート 42 株式会社 /OneLogin 社

主要パートナー一覧（50音順）Alteryx社

データブレンディングと先進的な分析ソフトウェアのリーダーで
ある Alteryx 社とパートナーシップを締結し、国内第一号の正
規代理店としてAlteryxの販売を開始しました。Alteryxは、デー
タプレパレーション、ブレンディング、分析、共有を行うプラッ
トフォームです。なお、2018 年 6 月には APAC のパートナー
全 25 社の中から2 年連続で最優秀賞を受賞しました。

Sumo Logicジャパン株式会社

管理コスト不要の SaaS 型ログ管理分析ツール「Sumo 
Logic」を提供する米国 Sumo Logic 社は 2018 年 10 月に
日本法人を設立し、クラスメソッドは国内第一号の販売代理・
システムインテグレータ契約を締結しました。

Auth0株式会社

Auth0 は、認証機能の開発にかかる工数をゼロにするというコ
ンセプトのもと、マイクロサービスによる最新のサーバーレス
アーキテクチャを用いた次世代認証基盤サービスです。クラス
メソッドは、Auth0 の契約代行・支払い代行・基盤構築を行っ
ております。

クラスメソッドはユーザー企業様の創造活動を支援するために、さまざまな企業とビジネスパートナー契約を
締結し、外部サービスのライセンス販売や導入支援を行っています。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
クラスメソッドは、APN プレミアコンサルティングパートナーです。10,000 社を超える
APN パートナーの中で最も優れた功績を残した企業が選定されるもので、クラスメソッドは
2015 年から5 年連続認定されています。

APNコンサルティング
パートナーオブザイヤー

2018

受賞
「APN Consulting Partner of the Year 2018」を受賞
2018 年、国内の AWS ビジネスに最も寄与した APN コンサルティングパートナーに選出
されました。

会 社 名

代 表 者

設 　 立

本 　 社

拠 　 点

資 本 金

従 業 員

事業内容

関連会社

 
認 証

認 定

資 格 等

そ の 他

クラスメソッド株式会社

横田　聡

2004年7月7日

東京都千代田区神田佐久間町1丁目11番地産報佐久間ビル８階

東京（秋葉原、岩本町）、大阪、札幌、福岡、上越、岡山、那覇、ベルリン、バンクーバー、グルガオン

100,000,000円

350名（2019年７月時点／グループ全体）

クラウド（AWS）に関するコンサルティング、設計、構築、運用
サーバーレスアーキテクチャ基盤に関するコンサルティング、設計、構築、運用
ビッグデータ分析基盤に関するコンサルティング、設計、構築、運用
モバイルアプリケーションに関する企画、デザイン、開発、運営
マーケティング・システム構築のためのサービス「カスタマーストーリー」の企画、開発、運用
音声認識（Amazon Alexa）技術に関するコンサルティング

アノテーション株式会社（https://an.classmethod.jp/）
アンダースコア株式会社（https://us.classmethod.jp/）
プリズマティクス株式会社（https://prismatix.jp/）

JIS Q 27001:2014（ISO/IEC 27001:2013）/ プライバシーマーク登録番号 第17002554（01）号 / PCI DSS ver 
3.2 / AICPA SOC2 Type1 レポート受領

AWSパートナーネットワーク / APNコンサルティングパートナーオブザイヤー2018受賞 / APNプレミアコンサルティングパ
ートナー / AWSマネージドサービスプログラム / AWS移行コンピテンシー / AWSモバイルコンピテンシー / AWSビッグデ
ータコンピテンシー / AWS DevOpsコンピテンシー / AWSサービスデリバリープログラム / AWSパブリックセクターパー
トナー / APN Certification Distinction / Alteryxプレミアパートナー

AWS認定 ソリューションアーキテクト ‒ プロフェッショナル / AWS認定 DevOps エンジニア ‒ プロフェッショナル / AWS
認定 ビッグデータ ‒ 専門知識 / AWS認定 高度なネットワーク ‒ 専門知識 / AWS認定 セキュリティ ‒ 専門知識 / AWS認
定 ソリューションアーキテクト ‒ アソシエイト / AWS認定 SysOps アドミニストレーター ‒ アソシエイト / AWS認定 デベ
ロッパー ‒ アソシエイト / IPA認定 データベーススペシャリスト / IPA認定 ネットワークスペシャリスト / IPA認定 プロジェ
クトマネージャ / IPA認定 情報セキュリティスペシャリスト / IPA認定 ITサービスマネージャ / IPA認定 システムアーキテク
ト / Certified Scrum Product Owner / Tableau Desktop Qualified Associate / Tableau Server Qualified 
Associate / Alteryx Designer Core / Alteryx Designer Advanced / Alteryx Certified Partner

東京都BCP策定支援事業（東京発 チーム事業継続） / 短時間正社員制度導入支援事業（厚生労働省支援） / ワーク・ライ
フ・バランス推進宣言企業（新宿区支援） / 平成23年度男性の育児・介護サポート企業認定（新宿区支援） / 平成23年度ワ
ーク・ライフ・“ベスト”バランス賞受賞（新宿区） / 平成24年度東京ワークライフバランス認定企業（東京都） / Fun to 
Share（気候変動キャンペーン）賛同登録企業（環境省） / ISMS委員会 / 安全衛生委員会
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PARTNER OVERVIEW 会社概要パートナー企業

アクロクエストテクノロジー株式会社 / 株式会社アゼスト / 株
式会社アットウェア / アドビ システムズ 株式会社 / アルテリッ
クス・ジャパン合同会社 / 株式会社イエラエセキュリティ/ イン
フォテリア株式会社 / ウイングアーク１ｓｔ株式会社 / エヌ・
ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 / エフセキュア株式
会社 /F5 ネットワークスジャパン合同会社 /Elasticsearch 株
式会社 / 株式会社エンシィ/Auth0 株式会社 / 日本オラクル株
式会社 / 株式会社オルトプラス / 株式会社ギークフィード/ギッ
トハブ・ジャパン合同会社 /Cloudera 株式会社 /Cradlepoint 
社 / 興安計装株式会社 / 株式会社神戸デジタル・ラボ / 株式
会社コモドジャパン / コンクリートファイブジャパン株式会社 /
サイオステクノロジー株式会社 / 株式会社サイバーセキュリティ
クラウド /Cybot A/S/ 株式会社 CIJ/GMO グローバルサイン
株式会社 / ジェイズ・コミュニケーション株式会社 /JIG-SAW 
株式会社 / シックス・アパート株式会社 / 株式会社シマンテッ
ク / シンクソート・ジャパン株式会社 / スーパーストリーム株式
会社 /Sumo Logic ジャパン株式会社 / 株式会社セゾン情報
システムズ / ソフトバンク・テクノロジー株式会社 / 株式会社
ソラコム /Tableau Japan 株式会社 /Talend 株式会社 /
チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 /チャ
イナ・モバイル・インターナショナル株式会社 /DataDog 社 /
日本テラデータ株式会社 / トレジャーデータ株式会社 / トレン
ドマイクロ株式会社 / 日商エレクトロニクス株式会社 / 日本電
気株式会社 / 株式会社ネクフル /Hashicorp 社 / 株式会社は
てな / バラクーダネットワークスジャパン株式会社 / パロアル
トネットワークス株式会社 / 東日本電信電話株式会社 / 株式会
社 Fusic/ 株式会社フルフィルメンツ/ 株式会社プレスマン / 日
本マイクロソフト株式会社 / モビンギ株式会社 /MongoDB 
Japan 社 / 三井物産セキュアディレクション株式会社 / 三菱総
研ＤＣＳ株式会社 /ルート 42 株式会社 /OneLogin 社

主要パートナー一覧（50音順）Alteryx社

データブレンディングと先進的な分析ソフトウェアのリーダーで
ある Alteryx 社とパートナーシップを締結し、国内第一号の正
規代理店としてAlteryxの販売を開始しました。Alteryxは、デー
タプレパレーション、ブレンディング、分析、共有を行うプラッ
トフォームです。なお、2018 年 6 月には APAC のパートナー
全 25 社の中から2 年連続で最優秀賞を受賞しました。

Sumo Logicジャパン株式会社

管理コスト不要の SaaS 型ログ管理分析ツール「Sumo 
Logic」を提供する米国 Sumo Logic 社は 2018 年 10 月に
日本法人を設立し、クラスメソッドは国内第一号の販売代理・
システムインテグレータ契約を締結しました。

Auth0株式会社

Auth0 は、認証機能の開発にかかる工数をゼロにするというコ
ンセプトのもと、マイクロサービスによる最新のサーバーレス
アーキテクチャを用いた次世代認証基盤サービスです。クラス
メソッドは、Auth0 の契約代行・支払い代行・基盤構築を行っ
ております。

クラスメソッドはユーザー企業様の創造活動を支援するために、さまざまな企業とビジネスパートナー契約を
締結し、外部サービスのライセンス販売や導入支援を行っています。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
クラスメソッドは、APN プレミアコンサルティングパートナーです。10,000 社を超える
APN パートナーの中で最も優れた功績を残した企業が選定されるもので、クラスメソッドは
2015 年から5 年連続認定されています。

APNコンサルティング
パートナーオブザイヤー

2018

受賞
「APN Consulting Partner of the Year 2018」を受賞
2018 年、国内の AWS ビジネスに最も寄与した APN コンサルティングパートナーに選出
されました。
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クラスメソッド株式会社

横田　聡

2004年7月7日

東京都千代田区神田佐久間町1丁目11番地産報佐久間ビル８階

東京（秋葉原、岩本町）、大阪、札幌、福岡、上越、岡山、那覇、ベルリン、バンクーバー、グルガオン

100,000,000円

350名（2019年７月時点／グループ全体）

クラウド（AWS）に関するコンサルティング、設計、構築、運用
サーバーレスアーキテクチャ基盤に関するコンサルティング、設計、構築、運用
ビッグデータ分析基盤に関するコンサルティング、設計、構築、運用
モバイルアプリケーションに関する企画、デザイン、開発、運営
マーケティング・システム構築のためのサービス「カスタマーストーリー」の企画、開発、運用
音声認識（Amazon Alexa）技術に関するコンサルティング

アノテーション株式会社（https://an.classmethod.jp/）
アンダースコア株式会社（https://us.classmethod.jp/）
プリズマティクス株式会社（https://prismatix.jp/）

JIS Q 27001:2014（ISO/IEC 27001:2013）/ プライバシーマーク登録番号 第17002554（01）号 / PCI DSS ver 
3.2 / AICPA SOC2 Type1 レポート受領

AWSパートナーネットワーク / APNコンサルティングパートナーオブザイヤー2018受賞 / APNプレミアコンサルティングパ
ートナー / AWSマネージドサービスプログラム / AWS移行コンピテンシー / AWSモバイルコンピテンシー / AWSビッグデ
ータコンピテンシー / AWS DevOpsコンピテンシー / AWSサービスデリバリープログラム / AWSパブリックセクターパー
トナー / APN Certification Distinction / Alteryxプレミアパートナー

AWS認定 ソリューションアーキテクト ‒ プロフェッショナル / AWS認定 DevOps エンジニア ‒ プロフェッショナル / AWS
認定 ビッグデータ ‒ 専門知識 / AWS認定 高度なネットワーク ‒ 専門知識 / AWS認定 セキュリティ ‒ 専門知識 / AWS認
定 ソリューションアーキテクト ‒ アソシエイト / AWS認定 SysOps アドミニストレーター ‒ アソシエイト / AWS認定 デベ
ロッパー ‒ アソシエイト / IPA認定 データベーススペシャリスト / IPA認定 ネットワークスペシャリスト / IPA認定 プロジェ
クトマネージャ / IPA認定 情報セキュリティスペシャリスト / IPA認定 ITサービスマネージャ / IPA認定 システムアーキテク
ト / Certified Scrum Product Owner / Tableau Desktop Qualified Associate / Tableau Server Qualified 
Associate / Alteryx Designer Core / Alteryx Designer Advanced / Alteryx Certified Partner

東京都BCP策定支援事業（東京発 チーム事業継続） / 短時間正社員制度導入支援事業（厚生労働省支援） / ワーク・ライ
フ・バランス推進宣言企業（新宿区支援） / 平成23年度男性の育児・介護サポート企業認定（新宿区支援） / 平成23年度ワ
ーク・ライフ・“ベスト”バランス賞受賞（新宿区） / 平成24年度東京ワークライフバランス認定企業（東京都） / Fun to 
Share（気候変動キャンペーン）賛同登録企業（環境省） / ISMS委員会 / 安全衛生委員会

1514



20

OK!

21

22

23

24

APNプレミア
コンサルティング
パートナー

日本で８社のみ AWS公式
資格認定数

500
以上

AWSサービス
デリバリープログラム

１位
取得数世界

APNコンサルティング
パートナーオブザイヤー

2018

受賞

日次で記事一覧を取得できるRSSの提供
https://feed.classmethod.jp/blog/daily.rss

ユーザに有益な情報であれば社内のノウハウも余すところなく記事化

現在18,000本以上の記事を掲載（2019年9月現在）AWS関連の技術記事を
約8,000本以上掲載

憶測やセオリーだけでなく、実地検証に基づく「やってみた」記事を公開

オウンドメディアで18,000本以上のAWS情報をお届け

「Developers.IO」は月間235万PV以上、80万UU以上を誇る、
クラスメソッド社員が執筆するIT技術に特化したオウンドメディ
アです。AWS、ビッグデータ、モバイル、IoT などの記事を掲載
中です。

https://dev.classmethod.jp/

●

●

●

●

0120-991-668
（平日9:30～18:30)

電話でお問い合わせ

pr@classmethod.jp 
メールからお問い合わせ

クラスメソッド株式会社へお気軽にお問い合わせください

ver. 2019.9

本社（秋葉原オフィス）
〒 101-0025　東京都千代田区神田
佐久間町1丁目11番地 産報佐久間ビル8階

岩本町 1／岩本町 2／大阪／札幌／岡山/福岡／
那覇／上越／バンクーバー／ベルリン／グルガオン

支社
https://classmethod.jp

クラスメソッド株式会社
https://classmethod.jp

クラスメソッド株式会社

＊
＊

CASE STUDY
クラスメソッドの事例集

＊ 2019年9月現在


