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●

★印は当社と直接お取り引きいただいているクライアントです。無印は広告代理店などを通じて受注した場合の発注元です。

タイトル

概要

タイプ

業種

就職情報サイト

研修医向け就職情報サイトの募集側会員向け操作マニュアル。サイト機能が段階的にオープンになるため
約半年にわたって関わる。実際に操作して仕様を確認しながら、職種に合わせたデモ画面の作成も行なっ
た。（A4・4色／140頁）

操作マニュアル

★ 情報サービス

営業支援オンラインマニュアル（改
訂）

パソコン、スマートフォン、携帯電話で利用するクラウド型の営業支援システムのオンラインマニュアル。シス
テム改変に伴い、構成の見直しと内容の修正。

操作マニュアル

★ システム開発

遠隔監視サービス
利用開始マニュアル／
機能別マニュアル

Webを使った電気使用量モニタリングサービスの導入ガイドと、Web画面に表示する機能別ヘルプを作成。
頻繁に行なわれるサービスのバージョンアップに対応するため、変更履歴を残しながらマニュアルの改訂に
も対応。（A4判・4色）

取扱説明書

★

電子部品・機器メー
カー

リニアスライドドア

センサー付き自動開閉ドアの操作説明書。開閉方法やお手入れ方法、交換部品をイラスト入りで説明。
（A4判・20頁）

取扱説明書

★

プレハブパネルメー
カー

ビーズミル機

茶葉を粉砕して抹茶を製造する機械の取扱説明書。遠隔地のため、操作の実演をビデオ撮影して支給いた
だき、それをもとに原稿を作成、短納期に対応した。 （A4判・1色・16頁）

取扱説明書

★ 機械メーカー

DNSサービス

インターネットのドメイン名とIPアドレスを対応づけるDNS（Domain Name System)サービスの概要と設定操
作。
（A4判・1色・32頁）

ガイドブック

情報通信

プリンタ活用ガイド

請求書などの大量フォーム印刷を行うプリンタのソフトウェアの活用と設定方法を企業内の課題別に解説し
た営業ツール。
（A4判・カラー・32頁）

ガイドブック

機器メーカー

技術営業ツール

鉄鋼会社で営業ツールとして使用する技術資料の編集。企業合併により、２社がそれぞれに作成していた
WordやExcelの資料を、統一したWordフォーマットに移し替えレイアウト編集した。
（A3判・カラー・101頁）

業務マニュアル

鉄鋼メーカーグルー
プ会社

EASY RESCUE
（救護担架）取扱説明

イスラエル軍にも採用されているコンパクトなイスラエル製救護担架の国内販売にあたり、製品のバッグ内
部の生地にプリントする日本語版の説明原稿を作成。緊急時に初めて手にした人にも、使い方がわかるよ
うイラストで要点を表現し、簡潔に３ステップで説明。（Ａ５判程度・特４色）

取扱説明書

医療器具販売

業務用冷蔵庫

上部にユニット式の冷却機を装着した業務用冷蔵庫の取扱説明書。冷却ユニットの機能と操作方法、運転
のしかた、各部の使い方などをイラストを使ってわかりやすく説明。（A4判・1色・28頁）

取扱説明書

★

プレハブパネルメー
カー

内装ドア、取り外しパネル

内装用ドアと取り外し可能なパネルの取扱説明書。操作方法や調整方法をイラスト入りで説明。（A4判・1
色・16頁／12頁）

取扱説明書

★

プレハブパネルメー
カー
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タイトル

よくわかる製造請負・派遣ガイドブッ
クシリーズ〈生産管理編〉

概要
製造請負・派遣事業者の責任者や従業員向けに、生産管理のスキル向上のための基礎知識をまとめたテ
キスト。業界団体の内部研修用の資料を、自習できるように分かりやすくリライト、編集した。章扉には内容
に合う標語とイラストをいれて、ユーモアとアクセントを付加。
（B5判・2色／164頁）

タイプ

業種

ガイドブック

★ 一般社団法人

ガイドブック

★ 一般社団法人

木工マシン

ヒノキの間伐材などを利用して、子どもの遊具や医療のカウンセリング等の用途に使われる木の球のプー
ル用の球を削り出す機械の取扱説明書。
福祉作業所の指導員がいつでも参照できるよう、情報をコンパクトにまとめてＡ3判二つ折の簡易なスタイル
で作成。
（A4判・２色／４頁）

取扱説明書

★ メーカー

法政大学授業支援システム
活用事例リーフレット

教材の配布、課題提出、テスト、アンケート、成績の通知などがオンラインでできる「授業支援システム」の利
用促進のため、ユーザである教員のインタビュー記事や操作の要点をまとめた活用事例リーフレットを作
成。
2012~2013年度は、第１号~第８号を発行。

その他

★ 私立大学

立体コピー現像機

印字部分を膨張させて立体化する福祉機器の取扱説明書。専用複写機でコピー・プリントしたものなら、点
字原稿をはじめ、グラフ、地図なども立体形状にコピーできるため、目の不自由な方に多様な情報が伝達で
きる。イラストを多く使ってわかりやすく丁寧に説明。
（A4判・1色／20頁、開梱要領書１枚）

取扱説明書

★ 精密機器メーカー

営業支援オンラインマニュアル

パソコン、スマートフォン、携帯電話で利用できるクラウド型の営業支援システムのオンラインヘルプを作成
（原稿作成、HTML、Webアプリ開発）。
リファレンスでは、機能ごとに概要ページを設け、概念を理解してから操作を参照できるようにした。チュート
リアル、管理者用スタートガイドでは、初心者が操作の流れを把握できるよう１ステップごとに丁寧に解説し
た。（A4換算で約1200頁）

操作マニュアル

★ システム開発

専用タブレットで学習する通信教育の入門ガイド（子ども用／保護者用）を作成。子ども用では、保護者に報
告メールを出したり、学習の結果によりポイントを獲得してゲームアプリを楽しむなど、毎日の使い方の流れ
をビジュアルに説明。保護者用では、Wi-Fi接続、設定、教材の受信、専用サイトの使い方などをわかりやす
く説明。
（子ども用：B3判・4色・四つ折り・両面、保護者用：B5判・4色／8頁）

ガイドブック

★ ソフトウェア開発

照明付きプランター

照明器具がセットされたプランター（植木鉢）の設置・取扱説明書。外側から見えないプランター内の様子が
よく分かるイラストを入れてシンプルに説明。（A4判・1頁）

取扱説明書

★ 建材メーカー

就職情報サイト

就職情報サイトの会員企業向けページの操作説明。実際に操作して仕様を確認しながら、3週間程度で作
成。構成案はクライアントから支給されたが、実際の仕様に合わせて必要に応じて変更した。
（A4・4色・70頁）

操作マニュアル

★ 情報サービス会社

よくわかる製造請負・派遣ガイドブッ
クシリーズ〈品質管理編〉

小学生向け通信教育スタートガイド

労働新聞社より発行され、好評発売中。
http://www.js-gino.org/publish/
http://www.js-gino.org/topics/20130624.pdf
製造請負・派遣事業者向けに品質管理の基礎知識をまとめたテキスト。業界団体の内部研修用の資料を、
自習できるように分かりやすくリライト、編集した。章扉には内容に合う標語とイラストをいれて、ユーモアと
アクセントを付加。（B5判・2色・82頁）
労働新聞社より発行され、好評発売中。
http://www.js-gino.org/publish/
http://www.js-gino.org/topics/20130624.pdf
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タイトル

概要

タイプ

業種

ベビーキャリー

日本メーカーのOEMで製造販売された、アメリカで人気の赤ちゃん用グッズの取扱説明書。赤ちゃんの抱っ
こ、おんぶ、ヒップキャリーができる。写真を使って使用手順をわかりやすく説明。
（B5判・2色／6頁）

取扱説明書

★ 販売会社

画像認識ソリューション

生産ライン、検査ライン、セキュリティ分野などの画像認識システムの開発に使用される画像認識ボードとソ
フトウェア開発キットのカタログを改訂。（A4判・4色／6頁）

その他

★ 半導体メーカー

メールセキュリティサービス

Google Appsと連携して、メールの一時保留、フィルタリング、添付ファイルの暗号化、メールアーカイブなど
によるセキュリティ対策をクラウド上で実現するサービスの導入ガイド。エンジニアではない管理職者にも、
メールセキュリティの重要性とサービス概要をご理解いただけるよう工夫した。（A4判・4色／220頁）

ガイドブック

保育支援システム

保育園の事務作業を支援するシステムの操作マニュアル。パソコン上で園児の個人情報から日々の生活
の記録、年間行事の記録を管理するため、画面例も実際の保育園で利用しているように創作した。
（A4・4色／150頁）

操作マニュアル

★

溶接ロボット教示ソフト

教示データをPCで編集するためのソフトウェアの操作マニュアルを改訂した。バージョンアップに対応すると
ともに、従来のマニュアルの冗長性を改善し、ページ数を削減することができた。
Word（Ａ4判・4色／50頁）

操作マニュアル

★ 鉄鋼メーカー

電動アシスト三輪自転車
使いはじめガイド

必須情報だけを盛り込んだ高齢者向けの説明書を作成。
加齢特性に配慮した色使いやデザイン、確実に伝わる説明で、70~80才のユーザ層が困らないように、安
全に取り扱えるように工夫した。
（三輪自転車：A4判・4色／8頁） （空気入れポンプ：A4判・4色／1頁）

取扱説明書

★ 通信講座・通信販売

ガイドブック

★ 一般社団法人

システム開発
保育・福祉サービス
会社

製造請負業の業界団体が、会員企業の経営者や事業所責任者などに向けて発行する製造請負事業を適
正に実施するためのガイドブックの制作。
偽装請負の問題を回避し、適法な業務を行うための日常の業務のポイントを現場リーダーにわかりやすく伝
えるため工夫した。

よくわかる製造請負ガイドブック
労働新聞社により発行され、好評発売中。（B5判・2色／130頁）
http://www.js-gino.org/publish/
http://www.js-gino.org/a-topics/120419.pdf

エアコン取扱説明書
改善のご提案

エアコン取扱説明書の分析・評価と改善提案。社内で改訂を重ねてきたため複雑化した取扱説明書を今後
どうすべきか、外部の客観的な意見を求めていたメーカーに対し、取扱説明書の評価と改善提案を行った。
（改善のご提案：A4判・2色／15頁） （サンプル頁：A4判・1色／2頁）

その他

車載用タブレット端末

アンドロイド端末で提供するドライバー向けサービスの利用方法のユーザーズガイド。
台湾製のアンドロイド端末なので、英語の取扱説明書をもとに基本操作を説明した日本語のユーザーズガ
イドを作成。自動車への設置方法や取扱い方を説明した取扱説明書もあわせて作成。
（操作マニュアル：A5・4色／70頁） （取扱説明書：A5・1色／8頁）

操作マニュアル
取扱説明書

★ 情報サービス

住宅瑕疵担保責任保険
事務処理マニュアル

住宅瑕疵担保責任保険の取次店に向けた事務処理マニュアル。
従来は、各取次店への通達や現場の経験に頼っていたが、システムの改変に伴って初めて業務マニュアル
を整備。取材を重ねて情報を収集し、手作業の多い事務処理の流れをコンパクトにわかりやすくまとめた。
システム操作の入り口を示し、手作業との連続性を重視して説明した。頻繁な改訂も見込まれるため、Word
のシンプルなフォーマットにした。
（A4判・2色／136頁）

業務マニュアル

★ 保険会社

営業事務マニュアル
〈実務編〉（改訂）

商社の国内営業事務マニュアル実務編の改訂。内部統制による業務フローを反映した手順の変更やシス
テムの改変に対応して全ページを見直した。
（A4判・2色／234頁）

業務マニュアル

★ 商社

装飾用プランター

植物を絵画のようなインテリアとして屋内に飾るベース＆フレームの設置・取扱説明書。設置方法を1手順
ずつイラストを入れてコンパクトにまとめ、分かりやすく説明。（A4判／1頁）

取扱説明書

★ 建材メーカー

家電メーカー
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タイトル

概要

タイプ

業種

ペット用キャリーケージ

収納部分を引き出すとケージとして使用できる、ペット用キャリーの取扱説明書。クライアントが初めて開発
した製品ということで、取扱説明書のすべての掲載内容を当社から提案して作成。
（A5判／4頁）

取扱説明書

★ メーカー

情報セキュリティハンドブック
英語版／中国語版

情報セキュリティの重要性に対する意識を高め、日常業務における情報事故防止のための心得やルール
への理解を深めるために、具体例を示したガイドブックの海外スタッフ向けバージョン。
（B5判・４色／各36頁）

ガイドブック

★ 商社

企業情報提供サービス
オンラインマニュアル

国内およびアジア圏の上場企業の財務情報やマーケット情報を提供するASPサービスのオンラインマニュ
アル。システムのヘルプとしても利用できるよう、機能ごとに１ページに説明をまとめ、単ページを読んでも
情報の過不足がないよう配慮した。（HTML/30頁）

操作マニュアル

★ ASP事業者

営業事務マニュアル
〈基礎編〉

商社の営業事務の概要を解説した業務マニュアル。
新入社員を対象として、国内業務と輸出業務の基本的な知識と業務の概要をフルカラーの冊子としてまと
めた基礎編。
（B5判・4色／80頁）

業務マニュアル

★ 商社

プレスイミング用浮き輪
公式ガイドブック

赤ちゃんがベビースイミングを始める前、水になれるために使用する浮き輪の取扱説明書。赤ちゃん用とい
うことで、間違った使用方法が事故につながるため、PL（製造物責任）法に特に配慮して作成。
（A5判・4色／4頁）

取扱説明書

★ 商社

プレハブ可動壁

冷蔵倉庫用の移動可能なプレハブ壁の操作説明書。設置例や移動方法をイラスト入りで説明。（A4判／16
頁）

取扱説明書

★

動物実験施設
Webサイト

「動物の愛護及び管理に関する法律」第41条に則り、動物実験が適正に行われるために設けられた大学内
の責任体制や手続きを解説するWebページ。手続きの流れと必要書類をわかりやすいフロー図で表現し、
シンプルで品位と信頼性が感じられるデザインでまとめた。（10頁）

その他

★ 国立大学法人

情報セキュリティ ガイドブック
（改訂）

企業の情報資産を守るため、社員に必要な知識と情報セキュリティを意識した行動の規範を具体的に示し
たガイドブック。社内ルールの変更にともなって改訂。
（B5判・４色／52頁）

業務マニュアル

★ 商社

VenQL取扱説明書

医師の指導の下で家庭でも手軽に使用できるコンパクトな電位治療器の取扱説明書。医療用具承認番号
申請に添付が必要なため短期間（約２週間）で初版を制作した。
（A5判・２色／８頁）

取扱説明書

★ 医療機器メーカー

採用管理システム
ユーザマニュアル

採用管理システムのリニューアルに伴い、当社で作成したマニュアルをリニューアル。前回のマニュアルは
紙、PDFだったが、新バージョンはシステム操作中にオンラインで参照できるよう、WEBのサポートサイトへ
移行した。
（WEB／カラー／約150頁）

操作マニュアル

★ システム開発会社

遠隔操縦装置
取扱説明書（改訂）

ショベルカーに搭載して災害復旧工事などで遠隔運転を行うための装置の組み立てと運転操作の説明書。
部品の変更にともない組立方法を中心に改訂。
（A4判／98頁）

取扱説明書

★ 建設会社

電動自転車

輸入商品を国内で販売するため、組立てや充電方法、保証内容などを説明。
多数の類似モデルの取扱説明書を、差分のみの修正で効率よく経済的に作成。（A4判／8頁）

取扱説明書

★ 商社

花の冷蔵庫

切花保管用冷蔵庫の取扱説明書。
生け花の教室や花屋で切花を保管し、長持ちさせるための適切な使用方法と、業者向けの設置方法を説
明。（A4判／32頁）

取扱説明書

★

画像認識ソリューション

生産ライン、検査ライン、セキュリティ分野などの画像認識システムの開発に使用される画像認識ボードとソ
フトウェア開発キットのカタログを改訂。（A4判・4色／6頁）

その他

★ 半導体メーカー

ルームランドリーハンガー

部屋の中の狭い空間で、効率よく洗濯物を干せる洗濯ハンガー同梱の取扱説明書。
組み立て方、利用方法などをわかりやすいイラストを多用して、説明した。（A4判／4頁）

取扱説明書

★ メーカー

プレハブパネルメー
カー

プレハブパネルメー
カー

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

観音扉

プレハブ用観音扉の操作説明書。
複数タイプの扉を1冊で説明。開閉手順、カギのかけ方など、使う人の目線に立ち、分かりやすい説明を心
がけた。図面や写真から描き起こしたテクニカルイラストが主体となっている。（A4判／20頁）

取扱説明書

コンプライアンス ガイドブック

下請業者に業務を委託する際、遵守すべき法律や契約などについて解説した社内向けガイドブックの編
集。
企業の担当者から原稿をいただき、編集、デザイン、イラスト、DTP、印刷データを納品した。（A5判・2色／
120頁）

業務マニュアル

システム開発

秘書マニュアル

役員秘書、事業部長秘書など秘書業務に就く社員のスキルアップのために、秘書としての心構えやビジネ
スマナー、業務手順をイラスト入りで解説したマニュアルの改訂。
（A4判・4色／120頁）

業務マニュアル

システム開発

システム開発の成果物やノウハウを集約してモデル化することにより、システム基盤構築を効率化するソ
リューションとその関連サービスの紹介リーフレット。（A4判・4色／４タイプ）

その他

システム開発

ルートセールスマニュアル

電気通信キャリア企業のルートセールス担当者のための、営業活動全般に関する業務マニュアル。
一部の章の執筆と、Wordによるデザインフォーマット作成、編集を担当した。（A4判／212頁）

業務マニュアル

通信会社

Webサイト制作

樹木のゴミからバイオマス燃料を生産するリサイクル会社のWebサイト制作と立ち上げ。
CO2削減に寄与する地方発のエコビジネスのキーワード「バイオマス」と「グリーン電力」について図解で説
明するなど、わかりやすく親しみやすいイメージで紹介した。

その他

★ リサイクル

Webサイト制作

国立大学の動物施設のWebサイトを制作。
大学HP本体と違和感なくリンクするよう、やさしい色調で統一感のあるデザインにした。動物実験の手続き
方法をフローチャートで示すなど、わかりやすさに配慮した。

その他

★ 国立大学法人

電子カルテシステム

総合病院などで利用される電子カルテシステムを中心とした医療情報システムの操作マニュアルの改訂に
あたり、プロトタイプを作成した。
初心者ユーザは作業目的から、経験のあるユーザはボタンや画面表示から参照できる構成にして、検索性
を高めるとともに、制作コストの削減に貢献するプランの提案とフォーマットデザインを行った。

操作マニュアル

★ システム開発

遠隔操縦装置

ショベルカーに搭載して災害復旧工事などで遠隔運転を行うための装置の組み立てと運転操作。
テクニカルイラストを多用して、視覚的に構造や各ユニットの接続関係がわかるように工夫し、読みやすいレ
イアウトにした。（A4判／98頁）

取扱説明書

★ 建設会社

スライドドア

片開き、両開きスライドドアの操作説明書。
テクニカルイラストを主体に分かりやすい説明を心がけた。開発中製品のため、図面と工場からの写真を基
にテクニカルイラストを描き起こした。（A4判／16頁）

取扱説明書

★

FAX一斉同報通信システム
ユーザーズガイド

データベース連動型FAX一斉同報通信サービス利用のための、クライアントソフトの操作説明書。
Power Pointで社内作成していた従来のユーザーズガイドをWordで作り直し。デザイン、構成、ライティング
などの全てを改善して、すっきりとわかりやすくリニューアルした。（A4判・4色／110頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

街路樹地下支柱
施工要領

樹木の植え込みに使用する製品２種の取扱説明書。施工の際に現場で作業しながら読む必要があるた
め、イラストを多用して手順を説明し見ればわかるように工夫した。
（A4判／1頁）

取扱説明書

★ 建材メーカー

緑化家具

オフィスや店舗などの室内空間に緑を取り入れるために開発された緑化家具の取扱説明書。
専用フレームの貯水棚に植物を植えたポットを配置し、本棚やマガジンラックなどと組み合わせて使用する
方法をイラストと写真で説明。
（B5判・4色／8頁） （OEM用に商品名やロゴなどを変更した別版）

取扱説明書

★ 建材メーカー

基盤構築ソリューション

業種
★

プレハブパネルメー
カー

プレハブパネルメー
カー

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

情報セキュリティ ガイドブック

企業の情報資産を守るため、社員に必要な知識と情報セキュリティを意識した行動の規範を具体的に示し
たガイドブック。
かたくなりがちな内容を、楽しいイラストとデザインで親しみやすくし、会社の机上で折にふれ読んでもらえる
ように工夫した。
（B5判・４色／52頁）

ガイドブック

★ 商社

企業情報提供サービス
オンラインマニュアル

上場企業の財務情報やマーケット情報を提供するASPサービスのオンラインマニュアル。
メインメニューとサイドメニューによるメニュー構成で、項目を一覧しやすくして検索性を高めた。また、システ
ムのヘルプとしても利用できるよう、機能ごとに１ページに説明をまとめ、単ページを読んでも情報の過不足
がなく、ユーザーが混乱することのないよう配慮した。（HTML/60頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

ポータルサイト
ご利用ガイド

マーケティングリサーチ会社が顧客向けに提供するポータルサイトの利用マニュアル。
ユーザーが直感的に操作できるWebサービスなので、マニュアルでは各機能のフローをわかりやすく示し
た。また、操作につまずいたとき、すぐに説明が見つけられるよう、Web画面に対する説明を随所に入れた。
（A4判・カラー／48頁）

操作マニュアル

★ システム開発

TV壁面取付金具

液晶／プラズマなど大型TVを壁面に取り付けるための専用金具の取扱説明書。
テクニカルイラストで丁寧かつ簡潔に取付手順を説明。異例のスピード（発注から印刷データ納品まで１週
間）で納品。
（A3判・1色／２頁） (紹介リーフレット ：A4判・4色／２頁）

取扱説明書

★ 日用品メーカー

業務システム
操作マニュアル

運輸会社のコールセンターで会員からの問い合わせに対応し、ポイントの照会や特典との交換を担当する
部門の業務システムの操作マニュアルを改訂。（A4判・４色／30頁）

操作マニュアル

遠隔監視通報システム端末

絶縁監視やエネルギー計測など、エネルギー遠隔監視システムの操作マニュアル、および各種端末の取扱
説明書。
センタや機器の仕様変更に伴い、システム操作マニュアルと取扱説明書を継続的に改訂している。
（システム操作マニュアル：A4判・4色／150頁）
（取扱説明書：A5判・１色／12頁、16頁）

操作マニュアル
取扱説明書

★

メールマーケティング用システム

メールマーケティングに必要なデータベース設計、フォーム作成、メール配信などができるASPサービスの
操作マニュアル。
利用シーンを想定して作業ステップを解説した初心者向けの巻頭ページと機能別のリファレンスでマニュア
ルを構成した。
PDFとHTML形式で納品。（A4判・４色／133頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

RSS配信サービス
簡易マニュアル

Webサイトの更新情報を配信するRSSフィードの作成、アクセス解析ができるASPサービスの初心者用簡易
マニュアル。
初心者がすぐに使いはじめられるように、操作の流れを５つのステップにまとめて要点を解説。 （A4判・４色
／2頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

秘書マニュアル

役員秘書、事業部長秘書など秘書業務に就く社員のスキルアップのために、秘書としての心構えやビジネ
スマナー、業務手順をイラスト入りで解説したマニュアル。
レインボーカラーを採用した華やかなデザインで特注のバインダーに格納し、秘書の雰囲気に相応しい、美
しく品格のあるマニュアルとした。
（A4判・４色／106頁）

業務マニュアル

IRサイト作成システム
ユーザーズガイド

上場企業がIRサイトに掲載する決算報告や株式、財務に関するニュースを自動更新するASPサービスの操
作ガイド。
サービス体系に合わせて、基本編と各種オプション機能ごとの編に分け、必要なパートを組み合わせて配
付できる形式とした。
（A4判・４色／93頁）

操作マニュアル

運輸会社

電子部品・機器メー
カー

システム開発

★ ASP事業

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ

6/21

タイトル

概要

タイプ

業種

RSS配信システム
ユーザーズガイド

Webサイトの更新情報を配信するRSSフィードの作成、アクセス解析ができるASPサービスの操作ガイド。
ホームページ作成の知識がある人なら、だれでも簡単に使えるよう、RSSの基本的なしくみや用語解説も充
実させた。（A4判・４色／60頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

採用管理システム
かんたん操作ガイド

採用管理システムの既存のユーザーマニュアル（200頁）から基本機能やお薦めの機能をピックアップして、
わかりやすくコンパクトにまとめた。既存のマニュアルからポイントを絞って丁寧に説明することで、入門編と
して利用できるようにした。
（A4判・4色／40頁）

操作マニュアル

★ システム開発

遠隔監視通報システム
ユーザマニュアル

企業向けエネルギー遠隔監視システムの操作マニュアル。システムのバージョンアップ伴い、全面的に改
訂。
（システム操作マニュアル：A4判・4色／280頁）

操作マニュアル

★

情報通信サービス
ユーザーガイド作成用
テンプレート

社内で操作マニュアルを作成するためのWordテンプレートの作成。
20種類以上ある情報通信サービスの操作マニュアルが、このテンプレートを使って効率よくリニューアルで
きるように、また、自ずと高品質のマニュアルになるような配慮をした。
別途、テンプレート利用ガイドラインと、完成イメージに近いサンプルページを添付した。
（テンプレート・サンプルページ：A4判・4色／9頁、ガイドライン：5頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

ユーザーズガイド改善提案
コンサルティング

ASP型のファックス一斉同報通信配信サービス用ユーザーガイドの改善提案。
既存のユーザーガイド（A4判・４色／93頁）の分析・評価および具体的な改善策、目次構成案を提案。
（レポートおよび目次構成案：A4判・４色／12頁）

その他

★ ASP事業

Webマーケティング用
顧客管理システム

顧客管理、メール、フォーム、アクセス分析などの機能を統合したデータベースシステムの操作マニュアルを
作成。
設計資料を参照せず、担当者からのヒアリングとデモ環境のテスト操作のみで原稿を作成したため、ユー
ザーの目線でシステムを理解し、初心者が陥りやすいミスを回避するための情報をマニュアルに盛り込むこ
とができた。
（A4判・４色／130頁、HTMLマニュアル）

操作マニュアル

★ ASP事業

業務ガイドブック

商社の業務の概要を解説したガイドブック。
新入社員を対象として、基本的な知識と業務の概要をまとめた。業務の流れや取引関係をイラストを用いて
わかりやすく表現した。
（A4判・2色／64頁）

業務マニュアル

★ 商社

Webサイトリニューアル

組込みマイコンによるソリューション、ICアッセンブリなどを主業務とするメーカーのWebサイトをより親しみや
すくアピール度の高いデザインにリニューアルした。（約120頁）

その他

★ 半導体メーカー

業務システム
操作マニュアル

運輸会社のコールセンターで会員からの問い合わせに対応し、ポイントの照会や特典との交換を担当する
部門の業務システムのバージョンアップにあたり、操作マニュアルを作成。
（A4判・４色／200頁）

操作マニュアル

FeedMaker

Webサイトの更新情報を配信するRSSフィードの作成、アクセス解析ができるASPサービスの販促用パンフ
レット。
サービスの特長だけでなく、具体的な操作イメージがつかめるよう画面説明を加え、要点をコンパクトにまと
めた。（A4判・４色／4頁）

その他

★ ASP事業

抱っこアシスタント紐

赤ちゃんを抱っこする時の腕の疲れを軽減するための、抱っこアシスタント紐の取扱説明書。
子育てを経験したパパのアイデアから生まれたユニークな商品の使い方をイラスト付きで説明。（B4判・1色
／2頁）

取扱説明書

★ 販売会社

電子部品・機器メー
カー

運輸会社

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

EIR Toolユーザーズガイド

上場企業がIRサイトに掲載する決算報告や株式、財務に関するニュースを自動更新するASPサービスの操
作ガイド。
サービス体系に合わせて、基本編と各種オプション機能ごとの編に分け、必要なパートを組み合わせて配
付できる形式とした。
（A4判・４色／93頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

Webサイトの更新情報を配信するRSSフィードの作成、アクセス解析ができるASPサービスの操作ガイド。
ホームページ作成の知識がある人なら、だれでも簡単に使えるよう、RSSの基本的なしくみや用語解説も充
実させた。
（A4判・４色／60頁）

操作マニュアル

★ ASP事業

絶縁監視やエネルギー計測など、エネルギー遠隔監視システムの操作マニュアル、および各種端末の取扱
説明書。
センタや機器の仕様変更に伴い、継続的に改訂。
（システム操作マニュアル：A4判・4色／150頁）
（取扱説明書：A5判・１色／12頁、16頁）

操作マニュアル
取扱説明書

★

採用管理システム

学生採用業務を支援する企業向けシステムのユーザマニュアル。
システムのバージョンアップに伴い、毎年改訂。
（A4判・4色／180頁）

操作マニュアル

★ システム開発

冷蔵庫用断熱パネル・扉

業務用冷蔵庫・冷凍庫用のプレハブと扉の取扱説明書。
事故防止のため、操作が分かりやすいように、簡潔な説明を心がけ、テクニカルイラストを新たに描き起こし
た。（A4判／1色/18頁）

取扱説明書

★

レーザ溶接装置

レーザ溶接装置の取扱説明書。
当社による取扱説明書改善のご提案に従ったリニューアル。全機種とも統一したデザインと構成に変更し、
わかりやすくリライトした。技術管理部ご担当者との連携で効率よく進めることができた。
YAGレーザ溶接装置「ML-2350A/2351A」
：（A4判・2色/214頁）
YAGレーザ溶接装置「ML-2450A」
：（A4判・2色/213頁）
YAGレーザ溶接装置「ML-2550A/2551A/2552A」：（A4判・2色/217頁）
YAGレーザ溶接装置「ML-2650B/2651B」
：（A4判・2色/218頁）
YAG SHGレーザ溶接装置「ML-8050A」
：（A4判・2色/188頁）
ファイバレーザ溶接装置「ML-6300A/6500A」
：（A4判・2色/225頁）

取扱説明書

★ 精密機器メーカー

健康マイページ

ASPサービス「健康マイページ」のツール制作。
メタボリック対策として始まる特定健診において、保険組合など保険者に義務づけられる「被保険者への情
報提供」をインターネットで行うためのASPサービス「健康マイページ」のロゴ、パンフレット、Webデザインを
担当。

その他

★ コンサルティング

i-noteスタートアップガイド

企業の採用担当者がテンプレートを使って採用ホームページを自分で簡単に作成できるASPサービスの
ユーザーガイド。魅力あるコンテンツ作成のコツや基本操作をわかりやすくコンパクトにまとめた。
（A4判・4色／40頁）

ガイドブック

★ システム開発

Smalight
シングルチップマイコン用OS

小型シングルチップマイコン用に開発されたリアルタイムOSとその関連製品の紹介カタログ。技術情報だけ
でなく、各製品のコンセプトや特長をわかりやすい表現でまとめた。
（A4判・カラー・６頁）

その他

★ 半導体メーカー

FeedMakerユーザーズガイド

遠隔監視通報システム
各種端末 取扱説明書

業種

電子部品・機器メー
カー

プレハブパネルメー
カー

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

YAGレーザ溶接装置

レーザ溶接装置の取扱説明書。
取扱説明書改善のコンサルティングで当社より提案した内容に従ったリニューアル。不足していた初心者向
けの情報を追加し、知りたい情報をすぐに探せるように配慮した。
制作ツールとしてWordで作成していたものをInDesignにすることにより、高品質の取扱説明書を効率よく作
成することが可能となった。今後の改訂や海外におけるローカライズなど多種多様な取扱説明書の雛形とし
て使用される。（A4判・2色／187頁）

取扱説明書

★ 精密機器メーカー

インサートナット埋込機

携帯電話、通信機器部品など精密機器に、インサートナットを埋込む機械の取扱説明書。
テクニカルイラストを多く使い、現場のユーザが間違いなく作業できるように配慮した。
（HIM-80型：A4判・１色／8頁、IM-80型：（A4判・１色／12頁）

取扱説明書

★ 販売代理

業務マニュアル

★ 商社

取扱説明書

★

YAGレーザ溶接装置

社内で作成していたレーザ加工装置多機種の取扱説明書を改善するためのコンサルティング。
海外販売拠点によるローカライズも含めた今後の制作ツールのご提案、および１機種の取扱説明書（約150
頁）についての分析と具体的な改善案、構成案、デザインフォーマット、サンプル頁を提出。
（ご提案書および目次構成案：10頁）（サンプル頁：A4判・2色／10頁）

取扱説明書

★ 精密機器メーカー

Air's water

空気からピュアな「飲料水」を生成する機器の取扱説明書。
家庭やオフィス、施設などで利用されることを想定し、誰にでも、安全に、間違いなく取り扱えるようやさしく
丁寧に説明した。
（B5判・1色／12頁）

取扱説明書

★ 輸入販売代理

taspoユーザ伝達文

たばこの自販機で使用する成人識別ICカードtaspoのシステム開発プロジェクトにおいて、利用者に送付す
る文書で使用する伝達文の作成。カードの送付通知、申込みの棄却通知などを自動生成するために、さま
ざまな組合わせを想定した伝達文を作成。（短文138）

その他

システム開発

ラーニングシステム
学習の手引き／ガイドブック

ITスキル・ビジネススキルを学ぶEラーニング講座の受講者のための共通の「ガイドブック」と、コースごとの
「学習の手引き」。
受講の進め方、ポータルサイトの操作方法、コーチングの受け方などを解説。（A4判・4色／32頁、8頁）

その他

教育サービス

秘書マニュアル

役員秘書、事業部長秘書など秘書業務に就く社員のスキルアップのために、秘書としての心構えやビジネ
スマナー、業務手順をイラスト入りで解説したマニュアル。
レインボーカラーを採用した華やかなデザインで特注のバインダーに格納し、秘書の雰囲気に相応しい、美
しく品格のあるマニュアルとした。
（Ａ４判・４色／106頁）

業務マニュアル

システム開発

スーツケース

アメリカ運輸保安局認定のTSAロック方式による、有名女性ブランドのスーツケースの取扱説明書。
安全上の注意、品質テスト、解錠と施錠の方法など、イラストを使ってわかりやすく説明。（100 150mm、１
色、12頁）

取扱説明書

鞄メーカー

営業事務マニュアル
〈貿易〉基礎編

商社の海外営業事務の概要を解説した業務マニュアル。
新入社員を対象として、複雑な輸出業務の基本的な知識と業務の概要をフルカラーの冊子としてまとめた
基礎編。国内編とはイラストレーターやデザインを変え、イメージを一新した。
（A5判・4色／48頁）

遠隔監視通報システム
M2M端末

遠隔監視システムを利用した各種端末の取扱説明書と設置マニュアル。端末の発売に伴い、取扱説明書を
作成した２機種のニュースリリースも作成。
（取扱説明書： A5判・１色／12頁、16頁）（ニュースリリース：２本）

業種

電子部品・電気機械
メーカー

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

DEMECAL

生活習慣病、HIVなどのセルフチェック用血液検査セットの取扱説明書。ユーザがごく僅かの血液を採取し、
検査セットの器具で血しょうと血球に分離して検査センターに送るしくみ。
取扱いの誤りによって正しい検査結果が得られない事態を改善するため、従来の取扱説明書の欠点を検
証して改善し、リニューアル。
（B4変型判・4色／2頁）

取扱説明書

ひかりラインVoIQ

NTTコミュニケーションズが提供するArcstarダイレクト回線を利用した直収電話サービス「ひかりライン
VoIQ」の販売チャネル向けの業務マニュアル。
「商品知識〈入門〉編」「商品知識〈機能・サービス〉編」「デリバリ業務〈導入回線精査〉編」「デリバリ業務〈開
通フロー東日本エリア〉編」の４編構成。（A4判・4色／114頁）

業務マニュアル

幼児教育分野における国際協力
Webサイト

JICA、文部科学省との連携の下で行われるアジア・アフリカ地域への幼児教育分野の国際協力を担当する
プロジェクトのWebサイト。
データベース連動型のサーバアプリケーションを利用することにより、活動報告などのニュース記事を管理
画面から誰でも簡単に更新できるようにした。
http://www.kodomo.ocha.ac.jp/˜eccd/

その他

★ 国立大学法人

宇宙オープンラボ制度公募要領

JAXA（宇宙航空研究開発機構）が、宇宙ビジネスを創出することを目的とし、さまざまな分野から宇宙ビジ
ネスや技術への提案を募集する「宇宙オープンラボ」の募集要項をまとめた冊子。
宇宙への敷居を低くするのが目的の１つであることから、親切、丁寧、応募しやすく、わかりやすい内容にし
た。
（A4判・1色／24頁）

その他

★ 独立行政法人

家庭用ゲームソフト

新発売の高機能ゲーム機PS3用ソフトウェアの解説書。
米国で開発された英語版ソフト付属の解説書をベースに、日本での発売に合わせて、より詳しくわかりやす
く解説した日本語版解説書の制作。翻訳、ライティング、DTPを短期間で完成させた。
（A4判・4色／28頁）

操作マニュアル

★ 玩具メーカー

さまざまな音源と接続して良質な音を楽しめる、コンポーネントシステムの取扱説明書。
音楽の世界でも、デジタル化、多機能化が進み、取扱いが複雑になってきているので、検索しやすさ、分か
りやすさを工夫した。
（A5判・1色／200頁）

取扱説明書

★ 音響機器メーカー

プロトタイプ開発用キット

通信・ネットワーク接続用途の産業用機器のプロトタイプ開発用キットの「日経エレクトロニクス」誌掲載広
告。
専門誌では技術情報に偏った広告が多いので、他社との差別化を図るため、開発者のニーズに即した人間
味のある表現で製品コンセプトを伝えるよう工夫した。（A4変型判・4色／1頁）

その他

★ 半導体メーカー

画像認識ソリューション

生産ライン、検査ライン、セキュリティ分野などの画像認識システムの開発に使用される画像認識ボードとソ
フトウェア開発キットのカタログ。
展示会などで来訪者の目に止まるよう製品コンセプトを明解に表現した。
（A4判・4色／6頁）

その他

★ 半導体メーカー

営業事務マニュアル
〈国内〉実務編

商社の国内営業事務マニュアル、実務編および資料編の続き。
業務の詳細と業務システムの操作手順、巻末の資料編追加分を作成。２穴のバインダーに入れた使用中
のマニュアルに、今回作成分を追加してご使用いただく。
（A4判・2色／104頁）

業務マニュアル

★ 商社

ASRISE

アンチエイジングの医薬品・スキンケア製品を扱う新会社の設立にあたり、ロゴ開発、基本ツール（名刺、会
社概要、封筒、レターヘッド）のデザイン、WEBサイトのコピーライティングを担当。

その他

ミュージックコンポ

業種

★ 医療機器メーカー

通信会社

医薬品・スキンケア
製品販売会社

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

営業事務マニュアル
〈国内〉実務編

基礎編に続き、商社の国内営業事務の実務を説明した業務マニュアルの実務編。
業務の流れに沿った構成で、実務の詳細と業務システムの操作手順を具体的に説明。基礎編に使用したイ
ラストを流用して親近感を感じられるようにし、２色でメリハリのある分かりやすいデザインを工夫した。
２穴のバインダーに入れ、続いて作成予定の頁が追加できるようにして納品。（A4判・2色／121頁）

業務マニュアル

業務マニュアル

電子証明書の発行、認証局構築等サービス会社日本法人の業務マニュアル。
日本版SOX法と社内統制に向けて業務システムを新しく導入するため、業務全般とシステムの操作方法を
記述したマニュアルを作成。
基礎知識編、見積業務編、受注業務編、売上計上業務編、売上確定処理編、入金処理業務編などに分け、
それぞれの業務のワークフローやチェックポイント、システム操作などを説明。
社内でマニュアルのメンテナンスや改訂が可能なように、シンプルなフォーマットデザインで、Wordを使用。
（A4判・1色／216頁）

業務マニュアル

電子証明書・認証
サービス会社

業務マニュアル

チケット予約サービス
会社

訓練マニュアル

Director6

遠隔監視通報システム
M2M＆各種端末

チケット予約サービスの新システムの導入に際して、オペレータ訓練を行うために、システムの概要と実際
の顧客応対を想定したケーススタディをまとめたマニュアルを作成。
社内で改訂できるように、Wordにて作成した。
（Ａ４判・4色／３部門 計194頁）
自動車メーカーの各種部門などで使われている生産管理用ソフトの操作マニュアル改訂のコンサルティン
グ、及び作成支援。
マニュアルの方向性、構成・デザイン・サンプル原稿を提示し、ソフトに習熟している開発側が当社の構成に
従って執筆。当社が原稿のリライト、不明点の指摘、概念図の作成、DTPなど、原稿執筆以外の作業を担当
し、開発会社との連携で作成。PDFデータで納品。
（A4判・2色／作成頁：411頁）
漏洩電流や電力量、温度湿度監視など、遠隔監視システムの操作マニュアル、および各種端末の取扱説
明書。
Webサーバにアクセスして、設置した端末の遠隔監視をする方法を説明したシステムの操作マニュアルおよ
び各種端末の開発に伴う取扱説明書の新規作成。
（システム操作マニュアル：A4判・4色／70頁）
（取扱説明書：A5判・１色／12頁、16頁）

業種
★ 商社

操作マニュアル

★ システム開発

操作マニュアル
取扱説明書

★

電子部品・電気機械
メーカー

電子部品・電気機械
メーカー

ホームセキュリティシステム
Xtyle

センサーと無線通信を利用たホームセキュリティシステムの取扱説明書。
ハードウェアとソフトウェア、データ通信などの要素が含まれた製品を、一般ユーザー向けにわかりやすく解
説。
（A4・1色／72頁）

取扱説明書

★

電子カルテシステム

運用に合わせてマスター設定をすることにより、クリニックから総合病院まで様々な医療機関で利用できる
Webベースの「電子カルテシステム」の操作マニュアル。
看護、診療、検査、画像、処方、病理などの全機能を解説した「リファレンスマニュアル」と「マスタ設定マニュ
アル」の２冊で構成。
（リファレンスマニュアル：Ａ４判／カラー／590頁）
（マスタ設定マニュアル」（Ａ４判／カラー／182頁）

操作マニュアル

★ システム開発

学生採用業務を支援する企業向けシステム「I-WEB」のマニュアル。
システムの操作方法を説明するだけでなく、実際の採用業務でどう利用するかをわかりやすく解説。
（A4判・4色／113頁）

操作マニュアル

★ システム開発

採用管理システムI-WEB

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

e-ネコショップ
ショップ管理システム

T20 取扱説明書

営業事務マニュアル
〈国内〉基礎編

概要
インターネットショップ 「e-ネコショップ」 のオーナーに向けたショップ管理システムの操作マニュアル。
すべての機能を説明したヘルプ、入門ガイド、FAQ、索引を一体化したオンラインマニュアルで、ショップの開
設から注文の受付、運営管理を分りやすく解説した入門ガイド（PDF)を付加し、必要に応じてプリントできる
ようにした。やさしく図解した入門ガイドは評価が高く、販促ツールとしても使用された。
ヘルプ／FAQ／索引／入門ガイド（A4判・4色／54頁）
デジタルオーディオプレーヤーT20シリーズのマニュアル。CDからの音楽の取込み方法など、ソフトの扱い
方を含めてわかりやすく解説。
（A6変型判・１色／64頁）
商社の国内営業事務の概要を解説した業務マニュアル。
新入社員や派遣社員に最初に知っておいてほしい商流と物流の基本的な知識と業務の概要を、親しみを
感じられるイラストを使い、フルカラーの冊子としてまとめた基礎編。
（A5判・4色／48頁）

タイプ

業種

操作マニュアル

★ システム開発

取扱説明書

★

業務マニュアル

★ 商社

携帯音楽プレーヤー
メーカー

EAポータルのライティング

経済産業省が進めてきた業務・システム最適化計画（EA：Enterprise Architecture）の調査研究の成果を公
開するためのサイト立ち上げに伴うライティング。
「EA入門」の一部、「EAの主要概念」、および「報告書」内の各種の調査研究報告書の概要紹介部分を担
当。
http://www.meti.go.jp/policy/it̲policy/ea/

その他

経済産業省

Tea Times

お茶の水女子大学を紹介する広報誌（A4判・4色／12頁）、および高校生向けのオープンキャンパス用冊子
の制作。
（A4判・4色／8頁）

その他

★ 国立大学法人

業務マニュアル

不動産投資顧問会社の業務を、新入社員や他部署の人でもわかるように解説した社内用の業務マニュア
ル。
（A4判・2色／287頁）

業務マニュアル

★ コンサルティング

NIIGATA LOADING ARMS

タンクローリーおよびタンク車に流体の荷役をするための装置、ローディングアームの取扱説明書。
多数の図版を配置し、英文フォントの美しさを活かしたデザインの輸出用英文マニュアル。
（A4判・１色／40頁）

取扱説明書

★ 機械メーカー

東日本税理士法人・特定医療法人
協議会

医療法人の設立、税務、監査、コンサルティングなどを主な業務とする税理士法人のwebサイト作成と更新
作業の請負。
執筆した書籍や雑誌記事の紹介、医療経営関連ニュース、セミナーのお知らせなど、頻繁な更新による情
報発信を行い、医療経営に関する情報発信基地としての役割を担っている。ほぼ毎日の更新作業も継続
中。
http://www.higashinihon.ne.jp/index.html

その他

★ 税理士法人

MapInfo

行政、建設、物流、通信など多様な業種で活用されるGIS（地理情報システム）によるマッピングソリューショ
ンのパンフレットおよびデザインテンプレートの制作と米国MapInfo社提供のパンフレット翻訳。
（パンフレット：A4判・4色／4頁）（デザインテンプレート：３種類）

その他

Datarex

個人情報のセキュリティを確保したデータエントリーシステム 「Datarex」（データレックス）のネーミングおよ
びパンフレット制作。
（A4判・4色／8頁）

その他

★

飲料メーカーグルー
プ会社

Securiser

データエントリーシステム 「Dtarex」上で使用する、セキュリティ確保のための暗号化処理プログラム
「Securiser」（セキュライザー）のネーミング。

その他

★

飲料メーカーグルー
プ会社

システム開発

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

SERUM DEW

ʻ肌成分に限りなく近づくスキンケアシリーズʼ「セラムデュー」のWebデザイン。
赤を基調にシャープなラインが踊るオープニングにより、アクティブな商品イメージを表現するとともに、シー
ズン毎に入れ替わるプレゼントやトライアルのページへユーザーを誘引。
http://www.thecare.co.jp/

その他

★ 化粧品メーカー

FUTURE MAGIC

ʻ発酵代謝物マルチエピドの神秘と昼・夜に特化したアプローチで美肌をつくるスキンケアシリーズʼ「フュー
チャーマジック」のWebデザイン。ブラックとゴールドを基調にしたリッチな配色、月と太陽のシンボルを強調
した神秘的なオープニングで商品イメージを表現。
http://www.futuremagic.jp/

その他

★ 化粧品メーカー

QuickNavi

あらゆる経営情報を電子上に統合する 「ｅ経営」 化の一環として、社員生活や受発注に伴う業務手続きの
方法をオンラインマニュアル化した「クイックナビ」の提案、およびWebデザインとマニュアルリライト。

その他

★ 総合研究所

ジェンダー研究のフロンティア

http://www.igs.ocha.ac.jp/f-gens/
お茶の水女子大学の21世紀COEプログラム 「ジェンダー研究のフロンティア」 のWebデザインおよび更新業
務。
サーバアプリケーション「WEB STYLE SITE1」を使用して、ニュース・レポート記事を速やかに更新できるʻ情
報発信力ʼとʻ検索性ʼに優れたサイトを低コストで提供。

その他

★ 国立大学法人

電子政府概論

NTTデータ電子政府研究会による論文集の編集制作。
「IT社会の到来」「電子政府のインフラ」「海外の電子政府」「ユビキタスネットワーク」「電子政府推進上の課
題」など、11章の課題を700点余の画像と合わせて懇切丁寧に解説した書籍。
（B5判・本文4色／889頁）

ガイドブック

飲料メーカーホームページ制作にあたっての詳細な取り決めを説明したガイドライン。
編集とリライトにより、統一のとれた読みやすいガイドラインにリニューアル。（A4判・1色／90頁）

業務マニュアル

★ システム開発

Microsoft Power Point 講座

医療関係者、研究者、医師向けのインターネットサービスを提供するSo-netM3が配信する PowerPoint講座
シリーズの企画、およびコンテンツの制作。
医療関連学会などの場で使用する PowerPointの、基礎的な知識や効果的な使い方を図解し、わかりやすく
説明したもの。

その他

★

Secret Core Standard

デジタルデータを秘匿・復号化するパッケージソフトのマニュアル。
PART1の概要説明で、データの暗号化の原理や、本ソフトによる秘匿・復号化の仕組みをわかりやすく解
説、PART2で必要な準備、PART3,4で操作手順を説明し、ユーザの理解の流れに沿った構成。
（B5判・1色／59頁）

操作マニュアル

プロアクションリプレイ

ゲームボーイアドバンスやプレイステーションなどで使用する、ゲーム攻略ソフトの取扱説明書２種。
全ページ４色の楽しいデザインとルビで、低年令のユーザにも配慮。
（A6判・4色／44頁、B6判・4色／36頁）

取扱説明書

★ ゲーム機器メーカー

マイ・ロボコン

対話による英会話学習ロボット「マイ・ロボコン」の使い方や学習方法を、わかりやすく説明したガイドブック。
カタログハウスで販売するに当たり、クイックマニュアルを制作。「通販生活」で紹介され、好評販売。
（A4判・1色／8頁）

ガイドブック

★

Digital Board Softwareかんたんガイ
ド

パソコンの画面をホワイトボードに表示して手書きのメモを書き加えるなどが可能な、電子黒板「デジタル
ボード」用の専用ソフトウェアをわかりやすく説明したガイドブック。
（A4判・4色／35頁）

操作マニュアル

システム開発

Cyber Shoot

電話・メール・FAXの送受信を一元管理するユニファイド・メッセージング・システムを構築し、パソコン１台で
コールセンター機能を実現するための通信用パッケージソフトの操作マニュアル。
（B5判・1色／36頁）

操作マニュアル

★ システム開発

ホームページ制作ガイドライン

業種

システム開発

インターネットサービ
ス

機械金属メーカー

コンピューター機器販
売会社

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

SILM

ビジネス英語修得のために開発されたパソコンとCDによる英語のラーニングメソッド「SILM」の販促用パンフ
レット。
（A4判・4色／4頁）

その他

★ システム開発

BizEmotion

ユビキタス時代に対応するモバイルシステム構築のためのソリューション「BizEmotion」の販促用パンフレッ
トとリーフレット。
（パンフレット：A4判・4色／4頁）
（リーフレット：A4判／14枚）

その他

システム開発

VIRTUAL PC 6

MacintoshでWindowsXP／2000／98などのOSが使えるパッケージソフトの販促用パンフレット。
（A4判・4色／4頁）

その他

システム開発

AURORA TAP

家庭向けタップのパッケージデザインと取扱説明。幼児の写真を使って安全をアピール。

その他

★ 電卓メーカー

電子辞書TD7000

学生・ビジネスマン向け電子辞書の操作説明書。表紙にイラストを入れて親しみやすくし、便利に使いこな
せるようにわかりやすく説明。
（B6判・1色／36頁）

操作マニュアル

★ 電卓メーカー

高機能のWebページを簡単に作るためのサーバ用パッケージソフト「WEB STYLE SITE1」のマニュアルとパ
ンフレットの制作、パッケージ・CD ROMのデザイン、およびパッケージングに伴う業務一式。
（導入ガイド
：B5判・1色、A4判・４色PDF／32頁）
（ユーザーガイド ：A4判・２色／247頁）
（オンラインヘルプ ：ユーザガイドのHTML版）
（パンフレット
：A4判・4色／4頁）
（パッケージ
：B5変型判ホルダー付き・４色）
（CD ROM
：12cm／シルク３色）

操作マニュアル

★ システム開発

インフォリウムご利用ガイド

NTTデータの霞ヶ関プレゼンテーションスペース「インフォリウム」利用のための社内向けガイドブック。
（B5判・4色／16頁）

ガイドブック

医療経営財務協会

ホームページ企画制作
Q&Aライブラリ企画制作

その他

環境レポート

NTTデータにおける環境保全のための考え方、活動報告をまとめた冊子のデザイン編集。
（A4判・表紙4色・本文2色／40頁）

ガイドブック

医療機関を対象とした経営コンサルティングの業務案内パンフレット。
（A4判・4色／6頁）

その他

ストリーミング・ソリューション

ブロードバンド時代に向けた負荷分散装置とストリーミングのソリューション広告。日経コミュニケーションに
掲載。
（A4変型判・4色／見開き2頁）

その他

システム機器販売会
社

DoCoMo Net

NTTドコモのWebサイト 「DoCoMo Net」の検索画面で使用するための検索用キーワード作成。

その他

通信

e-Diamond

ダイヤモンドの BtoBマーケットプレイス 「e-Diamond」 のシステム管理者用マニュアルの制作。 要望により
Microsoft Wordで作成。
（A4判・4色／92頁）

操作マニュアル

システム開発

富士総研ホームページ

全社Webサイトおよび会員制情報サイトのデザインリニューアル。
http://www.fuji-ric.co.jp/

その他

★ 総合研究所

ボディー・キャッチャー

着衣型チャイルドシートの取扱説明書改訂版６種。
（B5判・１色／12頁 6タイプ）

取扱説明書

★ メーカー

DreaMailぱけっと
カラーブラウザボード

NTTドコモの端末「カラーブラウザボード」でドリームネットの「DreaMailぱけっと」を利用するユーザのための
操作マニュアル。
（A4判・2色／24頁）

操作マニュアル

WEB STYLE SITE1

医療福祉経営コンサルティング

業種

通信会社
★

医療経営財務関連協
会
システム開発

★ コンサルティング会社

通信会社

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

会計システム

独立行政法人向けに開発された会計システムのマニュアル制作。
旧システムの膨大な操作説明・仕様説明書と開発中のソフトを元に、構成・デザイン・ライティング・DTPまで
の全作業。
パッケージ版およびカスタマイズ版２種を、業務別にした分冊で構成。
（A4判・1色／23分冊 合計1,225頁）

操作マニュアル

システム開発

マーケット情報配信システム

ロイター配信のニュースや株価指数を、証券会社のWebページにリアルタイム表示するシステムのマニュア
ル。
（A4判・1色／70頁）

操作マニュアル

システム開発

ＥＢＩロゴ開発

電子書籍の制作および流通システムの開発を行うＥＢＩ（エビ）の社名ロゴ開発。

その他

DreaMailぱけっと
ポケットボードパレ

NTTドコモの端末「ポケットボードパレ」で「DreaMailぱけっと」を利用するユーザのための操作ガイド。
（A4判・2色／16頁）

操作マニュアル

プロバイダー

DreaMailぱけっと
キャスピー

NTTドコモの端末「キャスピー」で「DreaMailぱけっと」を利用するユーザのための操作ガイド。
（A4判・2色／20頁）

操作マニュアル

プロバイダー

DreaMailぱけっと
シグマリオン

NTTドコモの端末「シグマリオン」で「DreaMailぱけっと」を利用するユーザのための操作ガイド。
（A4判・2色／26頁）

操作マニュアル

プロバイダー

DreaMailぱけっと
ユーザーズガイド

パケット通信サービス「DreaMailぱけっと」のガイドブック。NTTドコモのメール端末「ポケットボードパレ」で利
用する若いユーザーに向け、分かりやすい説明とポップなデザインで構成。
（A4判・表紙4色・本文2色／26頁）

操作マニュアル

プロバイダー

読売広告社Webサイト

ホームページのリニューアル。
全体の構成見直しとトップページのデザイン一新。

その他

広告会社

Biznet

オフィス用品の企業向けWebサイトの使い方を代理店向けにマニュアル化。構成・デザインおよび原稿執
筆。
（A4判１色 ／100頁）

操作マニュアル

オフィス用品販売会
社

MGC-100、MGC-50展示パネル

ビデオ会議システム多地点制御装置MGC100および50のイベント用展示パネル制作。ビジネスショーに展
示。
（B2判・４種類）

その他

★ ハイテク機器商社

MGC-100
Accelerator4000雑誌広告

イスラエル製ネットワーク製品２種の雑誌広告制作。
ビデオ会議システム用多地点制御装置および専用線強化装置という、用途の異なるネットワーク製品を１つ
にまとめ、楽しくわかりやすく訴求。
日経コミュニケーション2000.6/5号および日経コンピュータに掲載。
（A4変型判・4色／１頁）

その他

★ ハイテク機器商社

ボディー・キャッチャー

着衣型チャイルドシートの販促パンフレット及び取扱説明書６種類。
（B5判・１色／12頁 6タイプ）
モデルを使って着用のしかたを撮影し、わかりやすく説明。
（A4判・4色 ／4頁）

取扱説明書

★ メーカー

プリモプエル

スーパーノートクラブ専用のビジュアルカセット「プリモプエル」の取扱および操作説明書。女の子向けに作
成した総ルビのかわいいマニュアル。
（B5判・１色／ 32頁）

取扱説明書

玩具メーカー

焼却炉メーカーWebサイト

焼却炉メーカーのホームページ制作。
ダイオキシンなど、環境に配慮した焼却炉を紹介。

その他

焼却炉メーカー

モバイルワンダーゲート

メールの送受信、ホームページへのアクセス、ゲームのダウンロードができるワンダースワン用インターネッ
ト接続端末の取扱および操作説明書。

取扱説明書

玩具メーカー

★ 電子書籍開発

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

ドリームネット ユーザーズガイド

NTTデータとNTTドコモによって装いを新たにしたインターネット接続サービス「ドリームネット」のユーザー向
けガイドブック。
サービス＆サポートのご案内および設定の操作説明の２分構成。
（A4判・表紙4色・本文１色／54頁）

ガイドブック

プロバイダー

InterViaパンフレット

当社でネーミングおよびロゴ開発をしたNTTデータのインターネット接続サービス 「InterVia」 の販促パンフ
レット。
（A4判・4色／4頁）

その他

システム開発

ドコモのポケットベル

NTTドコモのポケットベルサービス、「02・DO（ゼロニード）」と「ネクストサービス」の営業用販促ツール。
パンフレットと利用事例集のリーフレットをセットにし、ターゲットに合わせて組み合わせる方式。
（パンフレット A4判・4色・24頁）（リーフレット A4判・4色・18種類）

その他

通信会社

ANSER-SPC雑誌広告

パソコンから会計ソフトと連動して取引銀行の口座にアクセスできるANSER-SPCの広告。
日経パソコン、ネットワークコンピューティングに掲載。
（A4変型版・４色／１頁）（A4変型判・４色／見開き２頁）

その他

システム開発

シニアネット広告

NTTデータのOBネットワーク用の広告。

その他

システム開発

調査団派遣手続き

JICAの人材派遣に関する手続きを解説した業務マニュアル。
（A4判・4色／196頁）

業務マニュアル

公益法人

ISDNの普及に携わった社員の執筆による、普及への道程を記録した社内用冊子のレイアウトデザインと
DTP。
（A4判・4色／153頁）

ガイドブック

通信会社

ANSER-WEBリーフレット

インターネットで金融機関にアクセスし、ブラウザ上で 残高照会、振込／振替などの金融取引ができるマル
チバンクサービス「ANSER-WEB」の紹介リーフレット。
（A4判・4色）

その他

システム開発

しんきんオンラインシステム
新聞広告

信用金庫の100兆円時代を特集した日本工業新聞（1998.6.24）掲載用の信金オンラインシステムの広告。
（全15段・4色）

その他

システム開発

STARパンフレット

地方銀行向けの共同利用型バンキングシステムの販売パンフレット。
（A4判・4色／4頁）

その他

システム開発

DBNパンフレット・ポスター

通信回線のリセールを柱にし、さまざまなサービスを付加したNTTデータマルチビジネスネットワークシステ
ムのサービス立ち上げに向けたパンフレットおよびポスター。
（パンフレット；A4判・4色／8頁）（ポスター：A全・4色）

その他

システム開発

NTTネットワークライブラリ

ネットワークライブラリシステムの展示用コンテンツ制作。

その他

通信会社研究所

ＣＡＦＩＳパンフレット

カードビジネスの総合ネットワークシステム「CAFIS」の販促パンフレット。
（A4判・4色／4頁）

その他

システム開発

Kid's Romペロー童話
電子ブック

ペロー童話の絵本をマルチメディア化した幼児向けCD-ROM。Kid's Romシリーズ（Mac/Win)の5作目。
出版された絵本の文章と挿し絵を利用して、幼児が楽しみながら学習できるさまざまな仕掛けを作り、CDに
したもの。企画・構成からコンテンツの制作、使い方・遊び方（B5変型判２色／14頁）までの全て。

その他

出版社

Kid's Romアラビアンナイト
電子ブック

アラビアンナイトの絵本をマルチメディア化した幼児向けCD-ROM。Kid's Romシリーズ（Mac/Win)の4作目。
日本語と英語の朗読を聞いたり、絵の中のしかけをクリックして遊んだり、お話に関連したゲームやリズム
遊び、英単語の学習ができる楽しい構成。
使い方・遊び方（B5変型判２色／14頁）も作成。

その他

出版社

ANSER-SPC リーフレット

パソコンから会計ソフトと連動して取引銀行の口座にアクセスできるANSER-SPCのリーフレット。
（A4判・４色／2頁）

その他

システム開発

ISDN革命

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

ANSER-SPC 新聞広告

パソコンから会計ソフトと連動して取引銀行の口座にアクセスできるANSER-SPCの新聞広告。
日本経済新聞（全7段・１色／1998.1.1および3.31）、税理士新聞ほか。
日経パソコン、Oh! PCなどの雑誌数誌に改版して掲載。

その他

システム開発

ANSER-SPC ネーミング

電話、パソコン、ファクシミリで銀行残高の照会や通知、資金移動が行えるネットワークサービス「ANSER」に
より、パソコンから会計ソフトと連動して取引銀行の口座にアクセスできるサービスのネーミング開発。

その他

システム開発

Kid's Romイソップ童話
電子ブック

イソップ童話の絵本をマルチメディア化した幼児向けCD-ROM。Kid's Romシリーズ（Mac/Win)の3作目。日
本語と英語の朗読を聞いたり、絵の中のしかけをクリックして遊んだり、お話に関連したゲームやリズム遊
び、英単語の学習ができる楽しい構成。
使い方・遊び方（B5変型判２色／14頁）も制作。

その他

COMJAPAN'97

COMJAPAN'97のパンフレット。

その他

通信会社

Multimedia World'97

Multimedia World'97の案内パンフレット、運営マニュアルなどの印刷物一式。

その他

通信会社

ACTIFLOW ネーミング・ロゴ開発

データウェアハウスのサービス名のネーミングとロゴ開発。

その他

システム開発

プライムシステム

電話料金請求のための新システムの運用開始を社内告知するためのパンフレット。
（A4版・4色／6頁）

その他

通信会社

NTTネットワーク
ライブラリシステム

ネットワークライブラリシステムの展示用コンテンツ制作。

その他

通信会社研究所

Kid's Rom赤ずきんちゃん
電子ブック

グリム童話「赤ずきんちゃん」の絵本をマルチメディア化した幼児向けCD-ROM。Kid's Romシリーズ
（Mac/Win)の２作目。日本語と英語の朗読を聞いたり、絵の中のしかけをクリックして遊んだり、お話に関連
したゲームやリズム遊び、英単語の学習ができる楽しい構成。
使い方・遊び方（B5変型判２色／14頁）も制作。

その他

Open Cube ネーミング・ロゴ開発

イントラネット環境でソフト配布、稟議などを電子的に行う新システムのネーミングとロゴ開発。

その他

システム開発

G・Net

インターネットで特許情報の検索や閲覧ができる双方向特許情報システム「G・Net 」の開始に伴う操作説明
書。
（B5変型版・2色／12頁）

操作マニュアル

システム開発

QQパル パンフレット

救急医療情報システムセンタと各医療機関を結び、医療情報を相互に交換するための、救急医療情報シス
テム端末装置「QQパル」の販促パンフレット。
（A4判・4色／6頁）

その他

システム開発

NTTデータ東京SMS

システムの運用管理専門会社として設立された会社の、入社案内パンフレット。
（A4判4色／6頁）

その他

システム開発

WHEMS-Emwad ネーミング・ロゴ開
発、パンフレット

厚生省健康政策調査研究事業の緊急提言に基づいて開発した、広域災害・救急医療情報システムのネー
ミング・ロゴ開発からパンフレット、リーフレット制作まで。
（パンフレット：A4判・4色／4頁）
（リーフレット：A4判・4色

その他

システム開発

G・Net パンフレット

インターネットで特許情報の検索、閲覧サービスを提供する双方向特許情報システム「G・Net」のサービス
立ち上げに伴う案内パンフレット。郵送に適した大きさと重さを考慮して、コンパクトにまとめたフルカラーの
案内書。（B5変型判・4色／24頁）

その他

システム開発

SMOOS パンフレット

システムの運用管理のアウトソーシングサービス 「SMOOS」 の販促パンフレット。（A4判・4色／8頁）

その他

システム開発

きゃらメール

携帯電話PHSで文字のやり取りができる、文字メッセージサービスの操作ガイドおよび操作例リーフレット。
（B5変型版・2色／24頁、リーフレット6枚）

操作マニュアル

通信会社

★ 出版社

★ 出版社

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

OCNで始めるインターネット
スタートアップマニュアル

NTTがサービスを開始したOCN情報を盛り込んだ、初心者向けのガイドブック。
インターネットの利用方法、接続方法、用語解説、プロバイダ情報など、豊富な内容をコンパクトな冊子にま
とめた手引き書。
（B5変型版・2色／200頁）

ガイドブック

通信会社

Kid's Rom
おおかみと七ひきの子やぎ
電子ブック

グリム童話「おおかみと七ひきの子やぎ」の絵本をマルチメディア化した幼児向けCD-ROM。Kid's Romシ
リーズ（Mac/Win)の１作目。日本語と英語の朗読を聞いたり、絵の中のしかけをクリックして遊んだり、お話
に関連したゲームやリズム遊び、英単語の学習ができる楽しい構成。
使い方・遊び方（B5変型判２色／14頁）も制作。

その他

出版社

Oraga-One パンフレット・Wen制作

オール・イン・ワン型のインターネット・サーバ 「Oraga-One」の販促パンフレット。
（A4判・４色／4頁） 同じ内容のホームページも制作。

その他

システム開発

ISDN CAFÉ

ISDNによるインターネット接続に必要な知識、方法を盛り込んだCD-ROMの原稿執筆。

その他

通信会社

DREAM★ NET

インターネットサービスプロバイダーが提供する 「DREAM★NET」利用のためのユーザーズマニュアル。
（A4変型判・表紙２色・本文１色／44頁）

操作マニュアル

プロバイダー

MediaStageパンフレット

ビデオ操作感覚でマルチメディア情報を制作、配信できるpanasonicマルチメディア情報提供システム「Media
Stage」の販促パンフレット。
（A4判・4色／6頁）

その他

電機メーカー

NTTデータ東京SMS パンフレット

システムの運用管理の専門会社として設立された会社の、入社案内パンフレット。（A4判・4色／8頁）

その他

システム運用

ANSER パンフレット

電話、パソコン、Faxで銀行残高の照会や通知、資金移動が行えるネットワークサービス「ANSER」の15周年
記念パンフレット。
（A4判・4色／12頁）

その他

システム開発

旅費規程解説

システム開発会社の旅費規程とその処理方法を、事例とイラストを使って解説した社内用マニュアル。
（A4判・2色／96頁）

業務マニュアル

システム開発

松下電器が提案するインターネットサービスの販促パンフレット。
（A4判・４色／4頁）

その他

電機メーカー

インターネット入門講座

インターネットに関する知識や接続の仕方などを説明した通信教育用の教材のレイアウト編集とDTP、実践
編のライティング。
（B5判・2色／知識編（164頁）、導入編（123頁）、実践編（133頁））

その他

システム開発

Pippin対応CD-ROMDISK6

ピピンアットマークのバンドルソフト6本（Pippn Navigator、Pippin Network、INTERNET KIT、テレビワークス、
Franky Online、ATMARK TOWN）の操作方法と取扱方法を１冊にまとめた取扱説明書。
（A4変型判・2色／214頁）

取扱説明書

玩具メーカー

福利厚生ガイドブック

社員向けに、社会保険、貯蓄、住宅ローンなどについて解説したガイドブック。（A4判・2色／44頁）

ガイドブック

外食

ディジタル公衆電話

SDNディジタル公衆電話機の利用方法を説明したステッカー。
（B6判・4色／1枚）

その他

通信会社

ADPS

CASIOのパソコンADPSのハードウェア用マニュアル。
（B5判・1色／110頁）

取扱説明書

電子機器メーカー

familleサービスのご案内

インターネット接続サービス「ファミール」の入会案内DM用パンフレット。
（100 210ミリ・4色／32頁）

その他

商社

もっとおしえてウルトラマン

音符や文字の読み方をキーボードと音声、画面を使って楽しく学習する、早期幼児学習玩具の操作説明
書。「ウルトラマン」のキャラクタ商品。
（A5・2色／24頁）

取扱説明書

玩具メーカー

インターネットソリューション

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

もっとおしえてセーラームーン

音符や文字の読み方をキーボードと音声、画面を使って楽しく学習する早期幼児学習玩具の操作説明書。
人気アニメ「セーラームーン」のキャラクタ商品。
（A5・2色／24頁）

取扱説明書

玩具メーカー

セーラートーク電子手帳

計算・電話帳・占いなどができる電子手帳の操作説明書。人気アニメ「セーラームーン」のキャラクタ商品。
（A5・2色／48頁）

取扱説明書

玩具メーカー

InterVia
ネーミング・ロゴ／パンフレット

NTTデータのインターネット接続サービス「InterVia」のネーミング・ロゴ開発からパンフレット制作まで。
（A4判・4色／4頁）

その他

システム開発

New Ableシリーズ 販売の手引き

1台でコピー・ファックス・プリンタ機能を搭載したXEROX「New Ableシリーズ」の販売マニュアル。
（A4判・1色／184頁）

業務マニュアル

機器販売会社

GLOBIS MANAGEMENT
SCHOOL

欧米に留学しなくてもMBA取得ができるビジネススクール、GLOBISの入学案内パンフレット。
（A4判・2色／24頁）

その他

ビジネススクール

XR-S201/202

読み込み、書き込み処理が高速にできるVictorのCD-Rドライブの取扱説明書。
（A4判・1色／40頁）

取扱説明書

音響機器メーカー

占いやゲームができる電子手帳の操作説明書。人気アニメ「セーラームーン」のキャラクタ商品。
（A3・1色／2頁）

取扱説明書

玩具メーカー

クレジットカードの利用チェック、売上承認をオンライン処理できる簡易型オーソリ専用端末機「CT-25」の設
置・操作説明書。
（A5判・4色／40頁）

取扱説明書

システム開発

カードビジネスネットワーク
サービス

カードビジネスネットワークサービス「CAFIS」「CDS」のサービス概要説明書。（A4判・2色／56頁）

その他

システム開発

電子漫画塾
ゲーム/マンガカセット

ペンタッチで漫画を描いたりゲームをして遊べる電子玩具の取扱および操作説明書。
（A5判・2色／24頁）

取扱説明書

★ 玩具メーカー

電子漫画塾

「電子漫画塾」対応のゲームカセットの取扱および操作説明書。
（B8判・1色／32頁）

取扱説明書

★ 玩具メーカー

LUCID C++

オブジェクト指向言語C++対応の開発ツールパッケージの販促リーフレット。(A4判・4色）

その他

販売会社

HITACHI FLORA3100
シリーズ

オフィス向け高性能パソコンのオプション-ハードウェアの取付け方法を解説したマニュアル。
（B5判・1色／250頁）

取扱説明書

電機メーカー

KX-PV1

テレビにつないで手軽にカラオケが楽しめるVictorビデオCDカラオケシステムの操作マニュアル。
（A4判1色／24頁）

取扱説明書

音響機器メーカー

ペニーガーデン

ショッピングセンター向けゲーム機の設置・取扱説明書。
（A4判・4色／40頁）

取扱説明書

ゲーム機メーカー

メモリー通信電子手帳

通信機能をもった電子手帳の取扱および操作説明書。人気のアニメ「スラムダンク」のキャラクタ商品。
（A5変型判・２色／74頁・2分冊）

取扱説明書

NEW-ANSER活用事例

「NEW-ANSER」を利用して構築できるシステムの具体例の説明パンフレット No.1~ No.3の ３種類。
No.1 「経費支払システム」 No.2 「受発注システム」 No.3 「ＩＣカードプリペイドシステム」
（A4判・2色／各4頁）

その他

システム開発会社

NEW-ANSER

金融機関と企業を結びＩＣカードによるキャッシュレスシステムを構築するための基盤ネットワーク「ＮＥＷ-Ａ
ＮＳＥＲ」の販促パンフレット。
（A4判・4色／4頁）

その他

システム開発会社

ステップアップチャート
クレジットオーソリ端末ＣＴ-２5

★ 玩具メーカー

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

ママレードボーイ
カードチェンジ電子手帳

６種類の機能をもったカードを使って遊ぶ電子手帳の操作説明書。
「ママレードボーイ」のキャラクタ商品
（A5変型判・１色／38頁）

操作マニュアル

玩具メーカー

ＣＡＦＩＳ

カードビジネスの総合ネットワーク「CAFIS」の販促パンフレット。
日本語版と中国語版を制作。
（A4判・4色／8頁）

その他

システム開発会社

セールスマニュアル

デジタル携帯電話サービスを提供するツーカーセルラー東京の販売代理店向けセールスマニュアル。
(A4判・2色／88頁）

業務マニュアル

通信会社

ママレードボーイ恋してチェック

占いとゲームで遊ぶ電子手帳の操作説明書。人気のアニメ「ママレードボーイ」のキャラクタ商品。
（A6判・2色／68頁）

操作マニュアル

★ 玩具メーカー

VictorMX-S313/MX-D150
マニュアル

簡単な操作で高品質音声とサラウンド効果が楽しめるVictorミニコンポのマニュアル。（A4判・1色／各36頁）

取扱説明書

音響機器メーカー

ＡＶ＆ＣＣシステムズスクエア

情報通信システムの開発拠点とプレゼンテーションの場を統合したPanasonicの「ＡＶ＆ＣＣシステムズスク
エア」紹介パンフレット。
（A4・4色／8頁）

その他

電器メーカー

CARDポーターZAURUS

パソコン用のカード型データベースソフトThe CARD Ver.5 とシャープの電子システム手帳ZAURUS間で、住
所録などのデータ交換をするためのソフトのマニュアル。
（A4判・1色／104頁）

操作マニュアル

システム開発会社

セーラームーンＳピュアリーパクト

コンパクト型の占い電子手帳の操作説明書。 アニメ「美少女戦士セーラームーンＳ」のキャラクタ商品。
（A5変型判・表紙４色・本文2色／68頁）

操作マニュアル

玩具メーカー

hDC MENU BUILDER

Windows 3.1対応のメニュー作成ソフトの販促リーフレット。
（A4判・4色／2頁）

その他

販売会社

Canon BJ-15v Pro面白活用術
ガイドブック

バブルジェットプリンタBJ-15v Pro の特長と使いやすさを、楽しいイラストでわかりやすく解説した販促用ガ
イドブック。（A5判・表紙４色・本文2色／12頁）

ガイドブック

販売会社

Canon BJ-15v Pro

低価格で印字がきれいなバブルジェット方式のプリンタBJ-15v Pro のセールスポイントをまとめた営業支援
ツール。（A4判・1色／24頁）

業務マニュアル

販売会社

TECHNICAL REPORT
vol.1~2

企業活動を支援するＬＡＮアプリケーションシステムの最新情報を紹介するレポート。
（A4判・2色／20頁）

その他

電器メーカー

ディジタルビジネスホンαＥＸ

「ＮＴＴと仕事をしてみるか」というキャッチコピーでおなじみ小林稔侍のシリーズ広告と連動した営業支援パ
ンフレット。
（A4判・4色／8頁）

その他

通信会社

ISDN通信機器ガイド
vol.1~8

高速・大容量の情報ハイウェイとして利用拡大するISDN（Integrated Services Digital Network）。1993~
1996年現在、国内で販売されているすべてのISDN製品の仕様を一覧形式にまとめたガイドブック。
年２回メーカーへの取材を行い、定期発行。（監修：通信会社 ）
（A4判・表紙４色・本文１色／約270頁）

ガイドブック

公益法人

セーラームーン電子手帳

女の子向け電子手帳の操作説明書。人気のアニメ 「美少女戦士セーラームーン」 のキャラクタ商品。
総ルビで軽いタッチの文体が読みやすい。サンケイリビングの商品比較テスト記事で、「説明書が分かりや
すい」と好評。
（A6判・２色／32頁）

操作マニュアル

玩具メーカー

ショウルーム展示・ナレーション原稿

情報通信システムの最先端ショウルーム「NTT霞ヶ関コミュニケーションセンター」の説明員のための研修資
料とナレーション原稿の執筆。

その他

通信会社

Attexパンフレット

名刺管理・宛名書きシステムの商品パンフレット。
（A4判／4頁）

その他

★ システム開発会社
業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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タイトル

概要

タイプ

業種

RIPORT STAR EX9510

図形・画像・グラフなどの機能を搭載した企業向け文書作成システムの操作説明書。STC第１回マニュアル
コンテスト（1991年）で「入門編」が優秀賞を受賞したEX9500の改訂版。
（A4判・表紙４色・本文は分冊により２色１色／分冊合計1,300頁）

操作マニュアル

電子機器メーカー

エルシーナDX

計算やスケジュール管理のほかに星占いもできる女の子向け電子手帳の説明書。
カラフルで楽しいイラストが多く、説明が分かりやすいと好評。
（B6判・4色／30頁＋1色／40頁）

操作マニュアル

玩具メーカー

Attex

名刺をスキャナで読み取り、データベース管理や宛名印刷をするシステムの操作説明書。DTPを活用し、企
画構成からライティング・印刷までの期間を短縮、低コストで制作。
（B5判・1色／150頁）

操作マニュアル

★ システム開発

業務実績リスト 株式会社プリモパッソ
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