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オープンな発想と高い技術力で、 

すべての人々の創造活動に貢献し続ける



✦ エンジニアが、 
✦ エンジニアのために、 
✦ エンジニアを支援する、 
✦ やってみた系技術ブログ 
✦ Developers.IO

世界をもっとよくするための活動 エンジニア向け



世界をもっとよくするための活動 顧客向け

✦ 専門家の意見を聞きたい 
✦ → ノウハウ支援 
✦ やりたいことを実現したい 
✦ → 内製支援 
✦ 面倒なことを任せたい 
✦ → 運用支援



お客様の用途に合わせてAWSを総合的に支援するサービスです。

加入無料特典

AWS割引提供
申請代行
日本語請求書発行
サポート画面
証跡ログ
セキュリティチェック
保険
技術サポート

基本プラン 要件定義/設計

コンサルティング

オプション 構築

構築支援

オプション 運用

24/365無人監視
24/365有人監視
運用支援
DDoS対策
復旧対応
脆弱性診断
技術支援
VPN

オプション



お客様の用途に合わせてAWSを総合的に支援するサービスです。

✦ 内部統制を評価する保証基準SOC2 Type1報告書を受領



デジタル化を推進する顧客事例
Web 

サーバーレス 

ビッグデータ 

モバイル

Alexa 

IoT 

DevOps 

統合



岡村製作所 凸版印刷 日本たばこ産業 あいおいニッセイ
同和損害保険

サマンサタバサジャ
パンリミテッド

本田技研工業 パルコ カシオ計算機 すかいらーく 大手コーヒー 
ストア

大手コーヒー 
ストア



株式会社岡村製作所様

「WordPress向けの迅速な環境構築ノ
ウハウがあり、サービスメニューも充
実していて、コストパフォーマンスも
よかったです。煩雑な更改計画でした
が、折衝力も高く、スムーズに移行で
きました」

急成長するWordPressサイト環境で新技術と安定運
用を両立

AWSに関する高い技術力と、プロジェクト推進を円滑
にすすめる折衝力



株式会社岡村製作所様
背景
✦ 既存サービス更に大きく育てるためAWSの採用を決定 
✦ スピード感を持って更に新しいことに取り組みたい 

課題
✦ 既存システムの動作が重いというクレーム発生 
✦ 複数社によるマイグレーションをどのように進めるか 
✦ 既存委託先だけではAWSの知見に不安 
✦ 柔軟にスケールして安定稼働させつつ運用も改善したい

お客様の
背景と課題



株式会社岡村製作所様
提案
✦ インフラのテンプレート（CloudFormation）を活用して即時構築 
✦ チケット管理（Backlog）による 
プロジェクトのリモート進行

結果
✦ スムーズに移行が完了 
✦ コンテンツもユーザーも更に順調に増加 
✦ 働き方改革のヒントにも繋がった　

クラスメソッド
の

提案と結果



凸版印刷株式会社様

「AWSの専任ベンダーとして、
高い実績や多彩なサービスで開
発をサポートしてくれるパート
ナーだと感じました。ID-NEX
は、クラスメソッドの協力で実
現したサービスだと断言できま
す」

先進的な統合ID認証サービスを最先端のサーバーレス
システムとして構築

高い技術力と、豊富な事例。サーバーレスの成功案件
を既にもっていた



凸版印刷株式会社様
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 

課題
✦ 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

お客様の
背景と課題



凸版印刷株式会社様
提案
✦ マネージドサービスを中心に活用を提案 
✦ 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

クラスメソッド
の

提案と結果



日本たばこ産業株式会社（JT）様

Amazon Redshiftを中核とした顧客分析プラット
フォームへの刷新

10秒から1秒へ高速化。ストレスなく分析を繰り返せる

「短い期間にもかかわらず、完
成したシステムは完全で、他部
門の社員が驚くほどでした。構
築だけでなくチューニングもしっ
かりと施され、快適な環境を社
内に提供できました」



日本たばこ産業株式会社（JT）様
背景
✦ 会員サービスを活用してより顧客との関係を深化したい 
✦ 時代の急速な変化や多様なニーズに合わせてスピード感
をもって対応したい 

課題
✦ 既存システムでは期待した分析スピードが出ていない 
✦ データの種類が増えたことで容量不足が発生 
✦ Redshiftが良さそうだが本当に実現できるのか不安

お客様の
背景と課題



提案

✦ データ分析基盤のベストプラクティスを提示 
✦ テンプレートで導入（CSアナリティクス） 
✦ データアップローダー、バッチジョブスケジューラー

結果
✦ 低コスト、短期導入、高速な動作を実現 
✦ 劇的なパフォーマンス改善。10秒から1秒へ

日本たばこ産業株式会社（JT）様

クラスメソッド
の

提案と結果



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

サマンサタバサ日本限定アプリで 
 "スマホで接客"を可能に

UI/UXを含めたモバイルアプリ
開発や、将来的な拡張開発など
も視野に入れた提案で信頼を獲
得。日々変容するビジネス環境
にも対応した開発実績と、AWS
の知見が安心に



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

課題
✦ 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 

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド様

お客様の
背景と課題



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

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド様

クラスメソッド
の

提案と結果



あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様

テレマティクスサービスのバックエンド分析を支える
AWS基盤構築

データ取得や加工においてAlteryxを活用

AWSの機能を最大限に活用して
機密情報を慎重に扱うための厳
しいセキュリティ要件を満たし、
Alteryxを駆使する環境を整備し
て容易なデータ分析を可能に



背景
✦ 損害保険業務の高度化を図るビッグデータ分析の
取り組みを開始 

✦ 滋賀大学と産学連携してデータサイエンティスト
の育成

課題
✦ 金融システムに求められる厳しいセキュリティ要件

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様

お客様の
背景と課題



提案
✦ 必要最低限の権限の付与 
✦ 設定変更の履歴管理とあらゆる操作のログ取得

結果
✦ S3、EMR、Redshiftに蓄積されたデータを
GUIから簡単に加工できるように 

✦ 分析に注力できるプラットフォームの構築

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様

クラスメソッド
の

提案と結果



✦ 情報漏洩防止のため、ネットワークACLとProxyサーバー
を使ってアウトバウンド通信を制限。Proxyサーバーで
URLフィルタリングを行うことで、Windows Update
など必要最低限の通信のみを許可 

✦ セキュリティとガバナンスを高めるため、AWS 
CloudTrailとAWS Configを利用し、アカウントアクティ
ビティとAWSリソースの設定変更をロギング 

✦ 個々のIAMユーザーを作成、IAMロールの利用、最小限
の権限のみを付与など、ベストプラクティスに則った権
限管理を実施

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様

技術的に
工夫した点 



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

コストは10分の1へ 新規事業開発にも適したAthena

「Athenaによって従来の半分以
下の時間でデータを処理できま
した。また、常に稼働状態にあ
るEMRに対しAthenaは必要量
だけ利用できたので、約10分の
1というコスト削減にびっくり
しました」



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

課題
✦ 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

本田技研工業株式会社様

お客様の
背景と課題



提案
✦ Athena、Alteryx、Tableauの組み合わせを提案 
✦ SPSSからの移行、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

本田技研工業株式会社様

クラスメソッド
の

提案と結果



株式会社パルコ様

音声認識型 店舗案内システムの構築

AWS IoTを活用したスクリーン連携を独自開発

各フロアにAmazon Echoを設置
してフロア案内からレコメンド
情報までをAlexaによる音声認
識システムで実現。タブレット
画像連携システムや店内誘導ロ
ボットも構築・導入して“未来の
顧客体験”を



背景
✦ これまで案内が行き届かなかった場所でも 
✦ 気軽に問い合わせてもらえる環境の実現 

課題
✦ 国内では全く事例が無い新しいことを取り組むにはどう
すればよいか 

✦ 最新技術の組み合わせて表現するお客様へのおもてなし

株式会社パルコ様

お客様の
背景と課題



提案
✦ Alexaの活用を提案 
✦ 様々なハード機器と連携できるようにAWS IoTと接続

結果
✦ Alexaローンチに合わせてスキルを公開 
✦ Alexaと連携するサイネージでお客様をご案内 
✦ 今後ロボットなどの他ハードとの連携も視野に入る

株式会社パルコ様

クラスメソッド
の

提案と結果



カシオ計算機株式会社様

クラウド推進やマイグレーショ
ンが加速する同社における
“AWS活用の総合受付窓口”とし
て全面サポート体制を構築。相
談から実際の構築運用まで幅広
く支援してビジネス推進のスピー
ド化を後方支援



背景

✦ 全社で推進されるクラウド活用

課題

✦ AWS活用を検討する新規プロジェクトや、既存シ
ステムのマイグレーションの社内相談が増加。これ
に伴い、社内で横断的に支援するチームの負担増

カシオ計算機株式会社様

お客様の
背景と課題



提案
✦ AWS活用の総合受付窓口として全面サポート体制 
✦ AWS活用に関するよろず相談から実際の構築運用
まで支援

結果
✦ 多数の新規プロジェクトでAWSが活用される 
✦ ビジネス推進のスピード化を後方支援 
✦ コストのチューニングなどを含む全体の最適化に貢献

カシオ計算機株式会社様

クラスメソッド
の

提案と結果



株式会社すかいらーく様 

マルチブランドを扱うマネージドプラットフォームの
開発

DevOpsを適用した素早く安定した開発と運用

開発チームは開発・テスト・デ
プロイに加え運用も支援。豊富
な知見から得たAWS、ツール等
のOps業務負荷の軽減がされた
ことで新たな価値を提供するた
めの開発に多くの時間を確保



背景
✦ すかいらーくブランドを横断的に展開したい（和食、中華、
洋食が選べる） 

✦ 1to1マーケティングをブランド横断で提供したい 
✦ デジタルマーケティング戦略を実現していくためのプラッ
トフォームとしてのアプリにする

課題
✦ アプリとサーバーサイドの両面で統一をすること 
✦ 多くの利用者を想定したスケールする柔軟な基盤

株式会社すかいらーく様 

お客様の
背景と課題



提案
✦ すかいらーくブランドを統合するために、 
既存の基盤を残しブランド横断できる形でUIを制作 

✦ Salesforceと連携を行い、1to1のPush通知を実現 
✦ ブランド毎にユーザー属性に合わせたクーポンを配布

結果
✦ ガストアプリをベースとして、ブランド毎のAWS基盤をすべ
て統合 

✦ UX向上のため会員登録不要としているがブランド横断可能に 
✦ 「最適化したシナリオを磨き、Push通知反応率30％上昇」

株式会社すかいらーく様 

クラスメソッド
の

提案と結果



✦ ECSで使うDockerイメージを開発, ステージング, 
本番で共通のものを使うことにより、全環境で同一
の動きを実現 

✦ GitHubのタグとECRのタグをCircleCIで同時につ
けて関連をわかるようにし、オペレーション効率を
アップ 

✦ ECSのALB + TargetGroupを使ってのBlue/Green
デプロイを実現 

✦ Lambda@Edgeを使ったAPIのメンテナンスモード

株式会社すかいらーく様 

技術的に
工夫した点 



2014 2015 2016 2017 2018

2014年3月 
数十億件分のPOS
データ分析基盤完成

2016年6月 
「ジョナサン」アプ
リ公開

2018年3月 
「すかいらーくアプ
リ」公開

2017年4月 
マーケティングオート
メーション化の実施

2016年9月 
「ガスト」アプリ刷新

2015年9月 
「バーミヤン」アプリ
公開

2014年7月 
売上＆コストの大
幅改善

2014年1月 
クラスメソッドの
AWS支援開始

2013年11月 
Amazon Redshiftの検
証開始



大手コーヒーストア様

AWSインフラの構築支援にとど
まらず、モバイルアプリ、データ
分析、会員管理などのアプリケー
ション領域まで広く支援。アメ
リカ本国のガバナンスチェック
ツールへの対応などもサポート

AWSからアプリケーションまで総合開発支援

顧客と開発ベンダーの垣根を超えたDevOpsの事例

大手コーヒーストア



背景
✦ ソーシャルサービスの普及やリッチコンテンツへのニーズ
の高まり

✦ 既存ITベンダーが「尋常じゃない」と言わしめるコンバー
ジョンレート

課題
✦ 柔軟性・拡張性に乏しいオンプレミスシステムでは、ユーザー
の期待に応えることが難しく、コストや時間の問題が肥大化

大手コーヒーストア様

お客様の
背景と課題

大手コーヒーストア



提案
✦ モバイル、ビッグデータ、インフラ、セキュリティ、DevOpsなど
の各技術の知見を持った特化型チーム 

✦ 横断的に動けるフロントマネージャーの体制を提案 
✦ 必要とあれば他社と積極的に協力したり他社を推薦

結果
✦ 米国本社の厳しいセキュリティ・ガバナンスのクリア 
✦ 先端技術を採り入れながらカスタマーサービスの 
「エンジン」となるべく成長中

大手コーヒーストア様

クラスメソッド
の

提案と結果

大手コーヒーストア



モバイルアプリのバックエンドシステム開発

AWSでモバイルアプリの基盤を支える

大手コーヒーストア様

数百万の利用ユーザがいるモバ
イルアプリのバックエンドを
AWSをフル活用して構築。

CloudFormationやCodeCommit
などを活用することで、運用か
ら開発までをスムーズに行うこ
とに成功

大手コーヒーストア



バッチサーバにSFTP連携されるデー
タファイルやAmazon Kinesis 
FirehoseからAmazon S3にPUTされ
るイベントストリームデータを、デ
イリーバッチ処理でAmazon Redshift
とAmazon Aurora （MySQL）に取り
込みます。 
取り込んだデータはバッチ処理で集
計し、集計結果は他システムへ連携
したり、BIツールからの参照でマー
ケティングに活用されています。 

クラウドならではのフレキシブルな
リソースコントロールを活用し、効
率的なシステム開発と機能改善、運
用コスト削減を実現しています。

オンプレのデータ分析環境をAWSクラウドへ移行

AWS上にセキュアでフレキシブルなDMPを構築

大手コーヒーストア様



2014 2015 2016 2017 2018

2018年6月 
ビッグデータ活用 
分析基盤構築と運用

2014年5月 
AWS活用共通 
プラットフォーム
の整備開始

2014年4月 
クラスメソッドの
AWS支援開始

2016年5月 
大手コーヒーストア様
公式アプリリリース

2017年4月 
米国本社基準の 
セキュリティチェック 
ツールの導入

2016年6月 
大手コーヒーストア様
の会員管理の構築

2017年6月 
大手コーヒーストア様 
Reward管理システムの
導入GlobalProxy対応

2014年1月 
自社でAWS 
利用の開始



すべては顧客体験のために

✦ 事前の調査結果を広く公開してノウハウを蓄積 
　Developers.IO 

✦ 多数の実務経験から生まれたテンプレートの活用 
　顧客が事業に注力できるように支える 

✦ 更に貯まったノウハウを次のお客様へ 
　長期的な視点でより良いパートナー関係へ



大事なことは 

「仕組みよりも文化づくり」



オープンな発想と高い技術力で、 

すべての人々の創造活動に貢献し続ける




