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株式会社フィードテイラーの御紹介

自社・受託をあわせて実績 120個以
上。2008年より事業化。B2Bアプリが
得意

設立日 2006年7月7日

所在地 大阪市北区東天満1-12-11

代表者 大石 裕一

資本金 1000万円

従業員数 6人 (アルバイト、外部パートナー含む)

免許/資格
ACN
情報処理安全確保支援士 在籍

Web https://www.feedtailor.jp/

WordPressサイト高速化・堅牢化 事業

エンタープライズiOSアプリ開発 事業

WordPressサイトの静的化技術を提供
し、サイトの高速性と安全性を高める
サービス

チャットBOT開発 事業

ビジネスチャットの活用を促進する
BOT開発事業。BOT開発の為の独自
ライブラリも開発・販売

コンサルティング 事業



WordPressサイト静的化



♪

WordPressサイトを高速化・堅牢化するSaaS

公開用サーバ静的化エンジン

静的化 転送

html html

（SaaS） （マルチテナント）

現状サイト

閲覧

閲覧者

導入事例



トヨタホーム愛知様 オフィシャルサイト

以前に比べると全ページ表示スピートが格段に速く
なっているのを確認出来ました。ここまで速くなるの
かと感動しました！

Customer’s Voice !

既存のWordPress環境の引越し無しで、平均6秒を要して
いたTOPページの応答速度が1秒未満に改善。
また、データベースの影響で遅くなっていた物件紹介ペー
ジの表示時間は30秒から1秒未満に激的に改善。

WordPressで構築したサイトが長年の運用で肥大化・複雑
化し、ページの表示スピードが課題に。

課題

導入後

30倍速!

http://www.toyotahome-aichi.co.jp/

月間100万PV超のニュースサイト等で速度の課題を解決

劇的な高速化に驚きを禁じ得ません。顧客か
らのクレームはゼロに、広告出稿数引き合い
も増加、スタッフの残業時間も削減できまし
た。

物流系ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」
Customer’s Voice !

8年運用したWordPressサイトがアクセス数増に伴う高負荷
で遅延。月間100万PVのポテンシャルがありながらサイト閉
鎖・事業中止の危機が迫っていた。

課題

静的化および高速WordPress環境構築支援により、サイトの
表示速度は約50倍高速化し劇的な改善。経費削減と売上増
を同時に達成。

導入後

常時
SSL化!

https://logi-today.com/

50倍速!

最高60倍速！ 攻撃を無効化！ メンテ不要化！



エンタープライズBOT開発



エンタープライズBOTを使った独自サービス開発

espar bridge
(espar form の入力値を中継 )

Webの問い合わせフォームの内容が direct にそのまま届くサービス「espar form」



BOT WebUI（仮）

エンタープライズBOT用のライブラリ開発・販売

BOT2Excel

name

type

kind radio1
radio2

submit

BotとのやりとりをExcelテンプレートに
埋め込めるnode環境用ライブラリ

BOTとの会話で
高度なWebUIを提供するフレームワーク



エンタープライズiOSアプリ



自社アプリ 受託アプリ

2008年以降120個以上のアプリ開発実績



そら案内 for iOS
日本気象協会様との協同事業。日本気象協会様が提供する気象情報を閲覧できる定番天気予報アプリ。気象情報をより
見易くする為の各種工夫に加え、「投稿」機能も搭載 (自社開発)

公開初日に各ランキングで1位獲得。Apple公式「Rewind 2011」でiPad無料部門1位

デザイン 設計 開発企画

APIサーバ(AWS) 地図上描画 SNS連携 アプリ内広告 アプリ内課金

(2015年、株式会社そらかぜに事業譲渡)

300万ダウンロード超えのアプリ開発とサーバ運用実績



D-HEMS Ⅱ
大和ハウス工業様のスマートハウス事業の一部、iOSアプリケーションの全て。インタラクションやデザイン設計から開
発までの全てを担当 (受託開発)

デザイン 設計 開発 登録

サーバ連携 高度なアニメーション住宅API AppStore用と業務用DEMOアプリの同時開発

UX・デザインに対する知見と実装実績



まるごと路線図

巨大画像である主要都市の路線図を快適にサクサク閲覧出来るア
プリケーション。iPad/iPhone両対応のユニバーサルバイナリとして
開発させて頂きました。

路線図以外に停車駅案内図などの追加情報をアプリ内課金で購入
する事もできるようになっています。

デザイン 設計 開発

ヴァル研究所様  (受託開発)
サーバ連携 超巨大画像 アプリ内課金

巨大画像を高パフォーマンスで閲覧



なまこ漁支援アプリ「操業日誌」

一次産業におけるiPad活用の先駆け

航行支援アプリ「MarinePlotter」

https://news.mynavi.jp/article/iphoneipadkatsuyo-148/

http://www.macotakara.jp/blog/report/entry-15155.html

一次産業でもiPadが活用できると業界でも話題となったアプリ。
公立はこだて未来大学様の委託を受け弊社が全面協力させて頂きました。

(公立はこだて未来大学様 )

https://news.mynavi.jp/article/iphoneipadkatsuyo-148/


エンタープライズiOSのアプリ開発・導入・運用支援

専用のコンテンツ管理画面をCMSのWordPressを使って構築
セキュリティを担保する仕組みとして静的化エンジンespar(弊社製)を採用

アプリは内蔵ブラウザを備えた最小構成とした
コンテンツをWebに保持し更新容易性とコスト削減を両立

(株式会社エフ・ジェイホテルズ様  / 株式会社Too様)

FORZA 設計 開発

ADEP セキュリティ

アプリデザイン CMSデザイン

ホテル客室内のiPadに情報を配信する仕組みを構築。専用アプリ24個による煩雑な運用を1アプリに集約。管理工数を96%削減しました。
CMSとしてWordPressを使用、Web内包型アプリとして開発し、安全性は静的化により担保しました。



ベッド・照明等を制御する専用アプリの開発と配布・自動設定

The Millennials 設計支援 開発支援

ADEP MDM VPP DEP Managed App Configuration

ミレニアム世代向けの最新カプセル型ホテルに、部屋内設備のリモコンアプリ専用端末としてiPod touchを導入。2棟300台越えの集中管理、導入・
運用支援を担当致しました。AppStore向けアプリにはない様々な課題に対する知見を御客様に御評価頂きました。

各部屋毎に用意された初期設定作業省力化QRコード

開業前ホテル内での設置の様子

100台越えのiPod touchの同時設定
(ADEP, MDM, VPP, DEP の知見が必要な大量運用) 

(株式会社グローバルエージェンツ様  / 株式会社root様)



iOS向けクラウド型ファイル共有サービス

企業用ファイル共有サービスの自社事業と事業売却

Apple Japan オフィシャルサイトで導入事例紹介

MCM業界で3位のシェアを誇り(2012年 ITR社調
べ)、市場で存在感を示すサービスとなる。2016
年に同業界の競合であった上場企業の富士ソフ
ト株式会社に事業売却

拠出 : ITR「エンタープライズ・モバイル管理／ス
マートアプリ開発市場」



当社ブログ GMBA opnions MICSS blog
ADEP(旧iDEP)の情報を国内でいち早く発信 マイナビ様のスマホ活用促進メディアに寄稿 独自のB2Bアプリ運用ノウハウ発信メディア

エンタープライズiOSに関する情報発信

• DevSummit KANSAI 2014
• iOSコンソーシアムBiz In Osaka
• OS勉強会_明治大学
• OWASP Kansai
• Apple Store 心斎橋 シアターセミナー
• 摂南大学 ベンチャービジネス論
• メビック扇町  クリエイティブビジネスフォーラ
ム

• その他多数

iOSに関する講演多数



幅広いIT知見と実績に基づくコンサルティングや事業御支援

• OS全般(Windows, Mac, Linux)
• サーバ管理全般(AWS等)
• サーバ技術全般
• 情報セキュリティ全般
• プログラミング言語

(PHP,Perl,Python,Ruby,Java,Javascript,Go,C++…)
• システム開発、要件定義、設計
• IoT、仮想通貨、RPA、ビッグデータ、データ解析
• 創業、事業立ち上げ、B2B事業バイアウト、経営全般
• ネットワーク全般(小中大規模、レイヤー不問)
• スマホ用ネイティブアプリ、スマホ用Webアプリ
• 各種クラウドサービス
• IT業界動向、開発手法、開発プロジェクトマネジメント

コンサルティング事例

ヴァル研究所様 IoT系新規事業立ち上げ支援
開発者向け教育セミナー 2年半

KSKアナリティクス様 ビッグデータ・データ分析系 新規事業立ち上げ支援
エンジニア採用支援 のべ3年

ハートオーガナイゼーション様 医療系新規クラウド事業立ち上げ支援
CTO含む開発チーム立ち上げ支援 のべ2年

リアルエステート様 iOSデバイス業務活用支援
MDM・セキュリティ支援、ツール導入・運用支援 2年半

アクシス国際法律事務所様 新規Webサービス事業立ち上げ支援
社内業務システム選定、初期導入支援 3ヶ月

実績豊富な
個人・企業との
ネットワーク

その他多数



医療系クラウドサービス立ち上げ時の要件定義・設計支援
設計支援 開発支援

AWS DICOM WinApp WebSystem

循環器系の症例情報を元に医師たちがオンラインでディスカッションするプラットフォーム事業の立ち上げに技術顧問として参
画。将来の資金調達やIPOを考慮し、ベンダーロックしないようなシステム設計を御支援。プロトタイプの開発、CTO人材のヘッ
ドハンティングも実施。資金調達を成功させIPOを見据え事業拡大中。

(株式会社ハートオーガナイゼーション
様)



IoT系新規事業立ち上げに参画

設計支援 開発支援

AWS IoT GPS バスロケ

バスの位置情報を活用したバスロケーション事業の新規立ち上げ初期から技術顧問として参画。アプリやWeb側システムの設
計御支援、アプリの実装御支援などを実施

(株式会社VAL研究所様)


