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IIIInformation TTTTechnology分野に事業拡張を考え

の方にお役に立つサービスをご紹介します。 

Technicalヘルパーサービスのご紹介 

スマートフォン利用者数の状況 

■利用者の■利用者の■利用者の■利用者の78.078.078.078.0％が「スマートフォンによって業務が効率化できる」％が「スマートフォンによって業務が効率化できる」％が「スマートフォンによって業務が効率化できる」％が「スマートフォンによって業務が効率化できる」

と回答と回答と回答と回答    

スマートフォンによって業務を効率的にはかれるかという設問に対し

ては、「そう思う」が40.6％、「どちらかといえばそう思う」が 37.4％とな

りました。合わせて78.0％のユーザーがスマートフォンによって業務が

効率化できると考えており、2008年の47.7％から30.3ポ イントと大

幅に増加しています。特にiPhoneユーザーでその傾向が顕著であ

り、数多く提供されているアプリによるところが大きいと見られます。  
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スマートフォンアプリ事業ヘルパー 顧客のニーズに応じた幅広いスマートフォンアプリを提供します。 

カタログ系 

新聞・雑誌系 

HP（モバイル用）系 

会社・店舗紹介系 

ebook系 

オーダーメイド系 

製品カタログ、リーフレット、

パンフレット… 

経済新聞、漫画誌、 

ファッション雑誌、週刊誌… 

フルブラウザ携帯用ホーム

ページ（スマートフォン向け） 

会社紹介、店舗紹介、 

事業紹介、アプリ名刺… 

小説、教育用ハンドブック、

教材… 

アニメーション絵本、 

ゲーム、 

エンタテイメント系アプリ… 

紙面のカタログやリーフレット等、少量の情報をスマートフォン

の特徴を活かしてより分かりやすく情報を提供するアプリ制作

サービスです。 

新聞や雑誌等、常に 新情報を提供するアプリ制作サービ

スです。 

スマートフォンにて一般PC用HPを観覧する際、ページ読込み

の低 度、コンテンツの画質が相応しくない等の問題を対策

したホームページを制作するサービスです。 

会社ホームページとは異なり簡略的な会社又は店舗の紹介

をアプリを用いて提供するサービスです。 

小説や本をスマートフォンにて購読できるようにアプリとして制

作するサービスです。 

様々なアイデアは有るが、アプリ開発技術が無いお客様の要

望に全て合わせて受託開発するサービスです。 

※参考資料： 『スマートフォン利用動向調査報告書2010』  



 

 

Technicalヘルパーサービスの種別 
制作＞納品＞維持管理 

Technical業務ヘルパー 低コストでお客様のITテクニカル業務をお手伝いします。 

ホームページ制作及び管理お手伝い 

現在、ホームページ保持要否によりお客様に信頼度をアピールする事に繋がります。独自ホームページを制作したいと思っても、

高コスト高コスト高コスト高コスト、更新する度に請求される管理費用等のお悩みの方にリーズナブルな低コスト低コスト低コスト低コストとして制作、維持管理サービスを提供し

ます。（ドメイン＆メールアカウント管理も含む） 

好きなアカウント名でメールアカウント作成メールアカウント作成メールアカウント作成メールアカウント作成及び管理まで出来ま

す。さらにメールマガジン配信サービスメールマガジン配信サービスメールマガジン配信サービスメールマガジン配信サービスまで代行します。 
※マガジン編集まで行う場合、別途見積り 

 

メールマガジン配信料金は配信通数に 

より累算される為、リーズナブル！ 

少ない初期費用を用いて難しいメール 

管理まで全ての作業はお任せください。 

お客様はメールアカウントを利用するのみです。 

メール関連業務お手伝い 

パソコン業務にて繰返し作業によるストレスや高い人件費所

要、人間だから作業に誤りがあるなど、非効率的な業務作

業のやり方をしていませんか？ 

 

簡単な操作、短時間で 

Excelを活用した業務自動化！ 

 

コストDOWNDOWNDOWNDOWN ＋  ＋  ＋  ＋ 業務効率UPUPUPUP 

====    出来る人に！！出来る人に！！出来る人に！！出来る人に！！    

簡単業務自動化お手伝い 

制作 納品 
維持 

管理 

アプリやホームページを制作しお客様に納品、維持管理サービスを提供するタイプです。納品はお客様への納品、アプリの場合 

はAppStoreへの納品も含まれているので、 

契約時、維持管理サービスを提供する為 

の納品時点をご相談させて頂きます。 

株式会社ジエンジサービスで提供する 

サービスは基本的にこのタイプになります。 

Viewタイプアプリ制作＞納品＞維持管理（又は定期更新） 

新聞・雑誌の様にViewタイプアプリ提供の場合にも基本的に制作、納品、維持管理タイプになりますが、常に 新の情報をお

客様へ提供する為、Viewタイプアプリを使って 新情報を提供する様になっています。 

※Viewタイプアプリとは1回のみAppStoreより購入されると、常に 新の情報を見れるViewの形をしたアプリになります。 

Viewタイプアプリ データベース 
アプリ実行時、 

自動更新 

データベースへ 

新情報を 

更新 

<テンプレート例> 

低コストでお客様の 

要件に充実した制作 

テンプレート 

を用いた制作 

Flash利用による華麗

なホームページに 

内部SEO対策による 

アクセス数確保 

独自ホームページ保持

による信頼度アップ 

リーズナブル 

な維持管理 

http://www... 



 

 

サービスの流れ 
タイプ1 カタログ系、会社・店舗紹介系、ebook系、HP（モバイル用）系のアプリ、ホームページ制作及び管理お手伝い 

サービスに関する別途事項 

【各種契約に関するお問合せ方法】 

  ホームページ：http://www.gngs.co.jp    TEL：03 - 5579 - 6391    e-mail： master@gngs.co.jp 

 

【注意事項】 

A/S内容については契約により異なりますが、基本的に株式会社ジエンジサービスの障害対応（アプリやHPの制作物に該当す

る不具合）になります。その以外のお問合せ対応は全て別途お見積りにさせて頂きます。 

解約については契約終了の１ヶ月前に通報お願いします。詳しくは契約書の内容を参照お願いします。 

タイプ2 新聞・雑誌系アプリ 

タイプ3 オーダーメイド系アプリ、簡単業務自動化お手伝い 

タイプ4 メール関連業務お手伝い 

制作              維持管理契約 + 契約更新 

契約 納品日 満期 

内容更新、コンテンツ変更、サーバ管理等、契約内容とサービスにより相違 

1年契約 

A/S 

制作                 A/S        定期更新契約（請求は月毎） 

契約 納品日 

+ 契約更新 

満期 

内容更新、コンテンツ変更、サーバ管理等、契約内容により相違 

1年契約 

２ヶ月 

+ お問合せ対応（別途見積り） 

A/S 

制作             維持管理契約 

契約 納品日 

+ 契約更新 

満期 

プログラム修正、バグ対応、お問合せ対応、Versionアップ 

契約期間は契約により相違（契約時、協議可） 

２ヶ月 + お問合せ対応（別途見積り） 

 

構築        維持管理契約 

契約 

+ 契約更新 

満期 

サーバ管理、メールのバックアップ管理、ドメイン契約管理、メールマガジン配信代行 

1年契約 

１ヶ月 + お問合せ対応（別途見積り） 

開始日 

A/S 



 

 

サービスの料  
料 プランのご紹介 ライト、ミディアム、エックストラプランの詳細内訳 

カタログ系 会社・店舗紹介系 ebook系 新聞・雑誌系 HP（モバイル用）系
ホームページ制作

及び管理お手伝い

表紙 Topページ タイトルページ タイトルページ Topページ（メニューページ） Topページ

目次 メニューページ 目次 ページ一覧

内容30ページ（イメージ基準） 内容10ページ（XML基準） 内容10ページ 内容15ページ

PRページ PRページ 著者・出版社情報 出版者情報

ログインページ ログイン

掲示板 掲示板（お知らせ）

アクセスページ アクセスページ アクセスページ

ヘルプ ヘルプ ヘルプ ヘルプ ヘルプ

ブックマーク ブックマーク

画面拡大・縮小 画面拡大・縮小 画面拡大・縮小 画面拡大・縮小

画面縦・横回転対応 画面縦・横回転対応 画面縦・横回転対応

URLリンク、メール、Twitter、ダ

イアル、

GPS位置検索

URLリンク、メール、Twitter、ダ

イアル、

GPS位置検索

URLリンク、メール、Twitter、ダ

イアル

URLリンク、メール、Twitter、ダ

イアル

URLリンク、メール、Twitter、ダ

イアル、

GPS位置検索

ページ検索 ページ検索 ページ検索

スライドページ スライドページ スライドページ
メニューとロゴ画面

Flash利用

ドメイン管理 ドメイン管理

メールアカウント数

（50個/100個/無制限）

Mobile端末自動認識
SEO対策

（アクセスアップ対策）

オ
プ

シ
ョ
ン

① サムネイル実現、Photoギャラ

リー、動画対応、

テキスト検索

Photoギャラリー、

動画対応
テキスト検索

テキスト検索、

バックナンバーページー

※雑誌のみ

Photoギャラリー、

動画対応

Flash、Twitter、

バーナー制作

オ
プ

シ
ョ
ン

② i-Adt、会員登録、

マイページ（機能性ページ）、プッ

シュ機能

i-Adt、マイページ（機能性ペー

ジ）

辞書検索機能、

プッシュ機能

i-Adt、スクラップブック、

プッシュ機能

i-Adt、会員登録、

マイページ（機能性ページ）

LPO対策、一般掲示板、

機能性掲示板

、マイページ（機能性ページ）

ラ
イ

ト

\99,000/\19,800

基本構成＋基本機能

＋（単品）

\99,000/\19,800

基本構成＋基本機能

＋（単品）

\50,000/－

基本構成＋基本機能

＋（単品：内容ページ）

\50,000/－

基本構成＋基本機能

＋（単品：内容ページ）

\99,000/～

一般HP制作総費用＋（一般

HP制作総費用×30%）

\99,000/\19,800

基本構成＋基本機能

＋（単品）

ミ
デ

ィ
ア

ム

\198,000/\29,800

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①（or②）

＋追加30P＋（単品）

\198,000/\29,800

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①（or②）

＋追加10P＋（単品）

\80,000/－

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①（or②）

＋（単品：内容ページ）

\80,000/－

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①（or②）

＋（単品：内容ページ）

\198,000/～

一般HP制作総費用＋（一般

HP制作総費用×30%

\198,000/\29,800

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①（or②）

＋追加10P＋（単品）

エ
ッ
ク

ス
ト

ラ \298,000/\39,800

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①、②

＋追加70P＋（単品）

\298,000/\39,800

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①、②

＋追加20P＋（単品）

\120,000/－

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①、②

＋（単品：内容ページ）

\120,000/－

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①、②

＋（単品：内容ページ）

\298,000/～

一般HP制作総費用＋（一般

HP制作総費用×30%

\298,000/\39,800

基本構成＋基本機能＋オプ

ション①、②

＋追加25P＋（単品）

基
本

構
成

基
本

機
能

【注意事項】 

 

・オーダーメイド系アプリと簡単業務自動化お手伝い 

は注文制作サービスである為、別途見積りにさせて頂きます。 

 

・本ページに記述されている金額は全て税込額です。 

 

・¥999,999/¥99,999 の表記は（初期費用/月額）を示します。 

その他 単品料金、メール関連業務お手伝い料金、注意事項 

【単品料金】 

【メール関連業務お手伝い料金】 

　　メールサーバ構築＆管理 \15,000/\3,000 ドメイン管理作業あり

1通～200通以内

201通～500通以内 合計金額－2%

501通～800通以内 合計金額－5%

801通～ 合計金額－7%

メールマガジン配信

代行サービス
\5/1通

アプリ1ページ \3,000/page

一般HP1ページ \19,800/page

200ページ以上は協議可能（割引適用）

オプション①の機能 \39,000/機能

オプション②の機能 \89,000/機能

追加ページ

オプション

（1機能単位）

アプリ登録、お問合せ対応、資料更新、

発刊物定期更新
別途見積り



 

 

2001200120012001 ㈱カーディナル情報技術設立（Ｃａｒｄｉｎａｌ Info Tech.co.,ltd.）

大宇証券RTM (Real Time Module Ver1.0) 開発供給

2002200220022002 韓国金融決済院統合保安管理システム開発供給

2003200320032003 Web Security Management System iKeeper V1.0 発売開始供給

情報通信省統合保安官制システム情報共有ウェッブ開発供給

2004200420042004 ㈱日立システムバリューとiKeeper日本国内独占供給契約締結

2005200520052005 ベンチャー企業指定(新技術開発企業)

第12回韓国マルチメディア技術大賞情報通信省長官賞受賞(iMusic Solution)

2006200620062006 Anetty1.0 日立システムバリューと共通開発

2007200720072007 ウェッブ保安専用ソリューション“iKeeper” Good Software 認証獲得

(韓国情報通信技術協会, TTA)

2008200820082008 日本法人「株式会社シーアイティソフト」設立

（金融） 教育貸付システム開発

（金融） TFX外替金取引システム開発

2009200920092009 （金融） グロバル顧客管理システム開発

（通信） データウェアハウジング＆社員情報管理システム開発

2010201020102010 社名変更「株式会社ジエンジサービス」

デジタルサイネジ事業開始

データベース性能監視・分析ツール（マエストロ）販売開始

スマートフォン向けアプリ開発及びコンテンツ制作サービス事業開始

日本法人  株式会社ジエンジサービス （www.gngs.co.jp） 
 

設立日        2008年 1月 18日 

代表者        宋 齊鎬（ソン ゼホ） 

許認可        特定労働者派遣事業 特13-308621 

事業分野     IT人材派遣、ソフトウェア開発・販売・保守、アプリ開発・モバイルコンテンツ制作 

住   所        〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 タイム24ビル 4S0-19号 

電   話        03 - 5579 - 6391 / 03 - 5579 - 6392 （FAX） 

E-mail        master@gngs.co.jp 

 
韓国法人  （株）カーティナル情報技術 （www.citsoft.net） 
 

設立日        2001年 7月  1日 

事業分野     ソフトウェア開発・販売・保守 

住   所        1012, SJ Technovilｌ B/D, 60-19 Gasan-Dong, Geumcheon-Ku,  

                 Seoul, Korea, 153-701 

電   話        82-2-3397-3500 / 82-2-3397-3549 

会社沿革 


