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会社名 ワクワークス合同会社

代表 斉藤 寿彦

所在地 〒985-0864 宮城県多賀城市市川字作貫一番地

MAIL saito@wakworks.net

電話番号 TELL：022-368-7554 Mobile：090-9330-9597

事業内容

WEB制作事業・WEBコンサルティング事業・WEB市場調査
インターネット広告運用

・広告リスティング運用・WEBサイト制作・プログラム開発
・アプリ開発・ランディングページ作成・WordPressサイト構築
・ECサイト構築・マンガと動画での広告訴求・SNSマーケティング
・WEB事業全般の企画構成のご提案・サイト更新管理保守業務

概要とコンセプト
「ワクワクを仕事に！」そして、 ITを軸に豊かさを提供できるよう、
３つの軸を中心とした事業を展開しています。

①ホームページ制作と講師活動・WEBコンサルティング
②育成とプロデュース［コーチング、メンタリング、カウンセリング］
③社会貢献・地域貢献・農業活性化

技術とコスパに自信あり！

ホームページ制作なら実力トップクラスのワクワークスにお任せ！ 制作実績20年、大手有名サイト100社以上構築。

営業ツール＆費用対効果抜群！早く立ち上げたい！コスパ重視！そんなあなたのビジネスを加速します。

東京・仙台・大阪・範囲広く対応中！ハイクオリティを目指し、ご希望に沿った料金で対応します！
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①ホームページ制作・IT講師活動
WAKWORKS｜ワクワークス
https://wakworks.net

②出張心理カウンセリング
STRETCH LIFE LABO｜ストラボ
https://stlabo.online

③農業ボランティア・園芸療法
多賀城 かむなびの郷
https://kamunabitagajo.online

https://wakworks.net/
https://stlabo.online/
https://kamunabitagajo.online/


■実績概要

WEBサイトはすべて1名で制作。CD音源制作、ジャケットはアウトソース

ハービーハンコック：アルバム
wmg.jp/hancock/

CREAM：アルバム
wmg.jp/cream/

ミネハハWEBサイト

三樹書房

■プロデュースCD作品一覧

Dt.
ドラゴンアッシュ
ギターのヒロキが
率いるMIXTER BAND
TX系「シブスタ」
エンディング・テーマ

EmptyBlackBox
2004年FUJIROCK
出演

コンピレーションアルバム
「The Orchard Style 

新宿で産声をあげたハッピーで
キャッチーなパーティーイベント "Let's Party Buddy"の
コンピレーションCDが完成！
今まで出演したアーティストの中から10組が再集結。
さあ、ご自宅でお車でレッツパーティー！



WEB Design /企業サイト■実績概要

株式会社フジマック様
fujimak.co.jp/

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理、デザインを担当。
更新管理を社内で行うことと、リッチインターフェイスにしたいとの希望に
併せて、CMS構築（プログラムは外部）、CIの確立、IR情報の充実、ブランディングに成功。
ブランドイメージを損なわないようステンレス感で高級感のあるサイトデザインを演出。
メインはFLASHでインタラクティブを表現。大型コーポレートサイトリニューアル案件

■スタッフ合計6名
・デザイナー2名 ・コーダー2名 ・FLASH2名 CMS構築（外部）

フジマックWEBコンテンツ



WEB Design /企業・アーティストサイト■実績概要

株式会社ドリーミュージック様
dreamusic.co.jp

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理、デザインを担当。
更新管理を社内で行うことと、リッチインターフェイスにしたいとの希望に
併せて、CMS構築（プログラムは外部）、エンタメ情報の充実、ブランディングに成功。
飽きのこないスタイリッシュ＆インターフェイス、ソリッド感のあるサイトデザインを演出。
メインはFLASHでインタラクティブを表現。大型コーポレートサイトリニューアル案件

■スタッフ合計6名
・デザイナー2名 ・コーダー2名 ・FLASH1名 CMS構築（外部）

ドリーミュージック・アーティストサイト

平原綾香ファンクラブサイト



WEB Design /企業・ECサイト

Shel’tter WEB STORE

SLY WEBSTORE

■実績概要

株式会社バロックジャパンリミテッド様
baroque-japan.jp/

■制作概要

EC＆物流＆事務局のワンパッケージ案件
PMとして企画提案、SEO提案、構成提案、デザインを担当。
自社ECを行いたい、リッチインターフェイスにしたいとの希望に
併せて、EC・ASP提案（プログラムは外部）、店舗情報の充実、ブランディングに成功。
スタイリッシュ＆リッチインターフェイス、高級感のあるサイトデザインを演出。FLASH多用
メインはFLASHでインタラクティブを表現。大型コーポレートサイトリニューアル案件

■スタッフ合計21名 （物流・事務局・カスタマー込）
・デザイナー5名 ・コーダー2名 ・FLASH4名 EC・ASP構築（外部）
・物流1名 ・カスタマーサポート6名 ・ディレクター2名 ・プロジェクトマネージャ1名



WEB Design /企業サイト■実績概要

■制作概要

PMとして折衝、更新管理、コーディング、デザインを担当。
サイト仕様書に基づき明確でわかりやすいサイトを構築。
F1スポンサード時ではF1専門のライターを用意。通常のF1サイト更新と日本GP開催時での「現地最速レポート配信」企画を立案。
鈴鹿からのF1写真とレポートをリアルタイムにWEB上で配信。壁紙、スクリーンセーバプレゼントなど。
プリンタサイトでは現物の撮影から更新作業、管理、進行、HP様と代理店との折衝、予算管理を行う。

■スタッフ合計8名
・デザイナー3名 ・コーダー2名 ・FLASH1名 カメラマン・ライター（外部）

日本HP様 プリンタ、プリンタサプライ、F1情報サイト
h50146.www5.hp.com/products/printers/inkjet/index.html



WEB Design/Warner Music Japan

BONNY PINK アーティストサイト
wmg.jp/bonniepink/

MADONNAアーティストサイト
wmg.jp/madonna/

RED HOT CHIII PEPPERSアーティストサイト
wmg.jp/rhcp/

LINKIN PARKアーティストサイト
wmg.jp/linkin_park/

実績概要



WEB Design/Warner Music Japan

椿屋四重奏
wmg.jp/tsubakiya-limited/

マイケルブーブレ
wmg.jp/michaelbuble//

ソッフェ
wmg.jp/soffet/

ラモーンズ：アルバム
wmg.jp/ramones/

実績概要



WEB Design/Warner Music Japan
[Warner Music Japan様] 
ワーナーロックのポータルサイトNOIZE
noize.tv/

[Warner Music Japan様]
ワーナーヒップホップのポータルサイトThe Finest
thefinest.jp/

実績概要

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理、デザイン
を担当。

エンターテイメント性を中心にリッチ・インターフェイスで主に
FLASHを使ってのデザイン制作

■スタッフ合計7名
・デザイナー3名 ・コーダー2名 ・FLASH2名
・外部デザイナー1名 外部FLASH1名

椿屋四重奏
tsubakiya4.com/index.html



WEB Design/ J-WAVE実績概要

【サイト運営・物流配送業務】

tokyopremiere.com/

J-WAVE SOUNDS
モバイル3キャリア公式サイト

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理、デザインを担当
。

モバイルサイトでは会員数を1万人から3万人増加。携帯待受けなどプ
レゼントをして人気アイテム1位を1年間確立

■スタッフ合計7名
・デザイナー3名 ・コーダー2名 ・FLASH2名
・外部デザイナー1名 外部FLASH1名 ・カスタマー＆物流2名



WEB Design &Operation/TBSラジオ

[TBSラジオ様]
インターネットショッピイングサイト「モール954 」
tbs.co.jp/radio/mall/

ガクショック

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理
、デザインを担当。

エンターテイメント性を中心にリッチ・インターフ
ェイスで主にFLASHを使ってのデザイン制作。

TBSラジオキャンペーン等ではキャラクターを使っ
たWEBコンテンツ（スクリーンセーバ、壁紙）を提
供

■スタッフ合計6名
・デザイナー1名 ・コーダー2名 ・FLASH1名
・外部デザイナー1名 外部FLASH1名

実績概要



WEB Design/ フランス書院

IMJ MOBILE
imjmobile.co.jp/

実績概要

フランス書院
france.jp/servlet/Satellite/f/index.html

■制作概要

PMとして更新管理、顧客折衝、進行管理、予算管理
、デザインを担当。
IMJMサイトデザインは社内デザイナー1名

電子書籍更新管理、製作、WEBコンテンツ制作
PC＆MB

■スタッフ合計10名
・デザイナー2名 ・コーダー2名 ・FLASH1名
・外部デザイナー2名 外部FLASH1名
・電子書籍製作チーム2名



WEB Design/ DUB実績概要

DUB
dub-division.com/index.html

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理
、デザイン（各ページ案）を担当。
メインデザイナーは社内デザイナー1名
ラグジュアリーを演出。海外オフィシャルサイトよ
りも高い評価を獲得。

■スタッフ合計4名
・デザイナー2名 ・コーダー1名 ・FLASH1名



WEB Design/ MEDIA FACTORY実績概要

FABTONE RECORDS
fabtone.jp/

■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理
、デザインを担当。

齊藤個人1名での制作。
デザイン・コーダー・FLASH・XOOPS構築

更新管理を社内で行いたいとの希望の上でXOOPSで
構築。ランニングコストを抑えつつフットワークの
軽いポータルとして構築に成功。メディアファクト
リー社内でも評価が高くXOOPSの良さを表現するこ
とができた。

・XOOPSモジュールの選別、インストール、DB構
築、デバック、モバイル対応（３キャリア）



WEB Design/LUXOR実績概要

Ｌｕｘｏｒ
luxor-r.com/ ■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理、デザインを
担当。

齊藤個人1名での制作。
デザイン・コーダー



WEB Design/ ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ実績概要

ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ
americana.co.jp/ ■制作概要

PMとして企画提案、顧客折衝、進行管理、予算管理、デザインを
担当。

齊藤個人1名での制作。
デザイン・コーダー・ＦＬＡＳＨ・ＡＪＡＸ



PRODUCE/ ブレインシンク実績概要

シンクル
syncl.jp/

■期間
2006.9～2008.12
■内容
PMとして更新管理、顧客折衝、進行管理、予算管理
、デザインを担当。
IMJMサイトデザインは社内デザイナー1名

フランス書院は代理店がIMJM
電子書籍更新管理、製作、WEBコンテンツ制作
PC＆MB

■スタッフ合計10名
・デザイナー2名 ・コーダー2名 ・FLASH1名
・外部デザイナー2名 外部FLASH1名
・電子書籍製作チーム2名

■制作概要

業務提携として企画提案、顧客折衝、進行管理、予
算管理、音楽配信部分でコンテンツ提供、プロデュ
ース、音楽関係者、レコード会社の紹介、
技術サポート、インフラ構築提案

■スタッフ合計3名
・デザイナー2名 ・コーダー1名



Design/ MobileAgent実績概要

■制作概要

モバイルサイト内のアバター制作
、顧客折衝、進行管理、予算管理
、アートディレクション管理

ファイナルファンタジーの世界観
を演出したいとの希望に合わせ、
現実の世界と中世の世界観を表現
。キャラ設定からジャンルの決め
込みを考案。

アバター制作のプロを筆頭にクオ
リティを８名に統一。

制作期間１カ月で80体を納品

■スタッフ合計10名
・デザイナー8名 ・コーダー2名

[49]ﾐｽﾃﾘｱｽｱｰﾏｰ

[52]ﾆｯﾄﾜﾝﾋﾟ

[48]ﾗｲﾀﾞｰｽｼﾞｬｹｯﾄ

[53]ﾌﾞﾚｲﾌﾞｽｰﾂ

革ジャンでクールに決め
る

なぞに包まれた
鎧

ボーダーがかわいい
ミニのワンピースる

身に着けると
勇敢な心が手
に入る



WEB制作＆提案実績概要

■制作概要

WordPressを主に、価格帯を安く抑え、更
新フローをWEB上から内製で行えるWEB構
築を提案。小規模企業から中小企業をター
ゲットに立案から制作までをワンストップ
で提供。その他、WEB戦略、WEBマーケテ

ィグ、プロデュース、コンテンツ開発マー
ケティング、育成

■スタッフ合計2名
・デザイナー1名 ・外部コーダー1名

レスポンシブ対応サイト



幅広い対応を実現します。プロのチームワークで、サイト構築から、WEBプロモーション、独自開発、ＥＣストア、運営までトータルで対応します。

広告代理業各種プロモーションの企画・制作、Web・Mobileサイトの企画・制作・運営 ECサイトの企画・制作・運営各種システムの構築

■WEBプロモーションの流れ：ユーザーが「良質なサイト、情報、コンテンツ」と判断するまでの行動に対応すべく、３つの行動フェーズの向上を施策します
情報検索：①アクセシビリティ：WEBにより多くのユーザーを集める為の対策

情報配信：②ユーザビリティ：ユーザーにより多くの情報を提供する対策

情報認知：③コンテンツビリティ：ユーザー満足度の高い情報を提供する対策
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