
あなたのカートが
⾛り出す



02  ABOUT メンバー紹介

プロジェクトマネージャー �名 ディレクター �名 デザイナー ��名 フロントエンドエンジニア ��名

川添 隆

Eコマース先⽣

中⼭ 茂

マーケティング 
アドバイザー

飯島 章嘉

UXデザイナー/プランナー

アドバイザー

⼤内 千佳
TAM取締役 / ECプロデューサー

制作側と事業者側両⾯から⼤規模ECサイトに携わった経験を活かし、 

クライアントの売上拡⼤・課題解決に向けた提案を⾏っています。

ベルメゾンネットなど⼤⼿・メーカーECサイトの受託制作

⼤⼿通販会社にてプランナーを経験（当時売上1000億円規模）

TAMにてEC事業を⽴ち上げ

ECディレクター13年。ECのWEB担2年。

https://8card.net/virtual_cards/CpTj-DyZxBVtMl2dmfXHMg
https://www.facebook.com/chika.ouchi
https://twitter.com/kansai_ec
https://twitter.com/tkzoe


03  W
ORKS クライアント

共創パートナーとしてお客様のビジネス成功と戦略実現に向けてご提案を⾏っています。

総合通販 ファッション

スポーツホームセンター

クリックするとECサイトをご覧いただけます。

その他、⼤⼿EC実績多数ございます。

家電・インテリア雑貨 カフェ・スイーツ医療・医療出版

直産・モール コスメ・スキンケア

https://www.bellemaison.jp/
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/
https://www.y-aoyama.jp/
https://www.uktsc.com/
https://harekari.y-aoyama.jp/
https://www.himaraya.co.jp/
https://5star-marche.jp/
https://www.heart-p.jp/
https://store.medica.co.jp/
https://www.kohnan-eshop.com/shop/default.aspx
https://tiger-netshop.jp/shop/
https://brunchpark.jp/
https://botanistofficial.com/shop/default.aspx
https://babbi.co.jp/
https://www.meishoku.co.jp/shop/default.aspx


03  W
ORKS

洋服の⻘⼭オンラインストア

35%UP 17%UP 240%UP

⻘⼭商事株式会社様

品質を伝えていくブランドサイトとしての役割を強化しながら、

ECもデジタル・リアル⼀環の購買体験の中の「⼀部」として

機能することをゴールに設定。

UI・機能改訂・商品の良さをWEB上で表現することを軸にした

購買体験のリブランディングを通して、

洋服の⻘⼭全体の売り上げアップを⽬指しました。

ECサイトUIリニューアル / UI改善 / PDCA運⽤

EC売上⾦額 デジタルでの

ブランド体験率

（CVR）

店舗連動の体験率UP
（ネット試着予約数）

https://www.y-aoyama.jp/

紳⼠服業界最⼤⼿の
「店舗が強い」ビジネスにおける
理想のECづくりをサポート



03  W
ORKS 制作・運⽤の

パートナープロダクションとして
PDCAサイクルで
⻑期にわたってサポート

ベルメゾンネット

200

株式会社千趣会様

サイトデザインの改修に、

特集ページ・メールマガジン・バナーといったコンテンツの運⽤、

各種最適化の改善施策に対応。

パートナープロダクションとして、クリエイティブ⼒と技術⼒に、

豊富なキャパシティを組み合わせた体制で

⼤規模ECサイトの運⽤を⻑期にわたって実施しています。

ECサイト改修（フロントエンド）/ 運⽤ / LP制作 /メールマガジン制作

⽉間バナー制作数 メルマガ制作数 社内体制

https://www.bellemaison.jp/

本以上 40 40本以上 名約



04  FEATURES

戦略を軸にPDCAを繰り返し

⾛り続けるECを実現します。

TAMが選ばれる理由

分析/リサーチ

シナリオ設計

戦略/戦術策定

戦略

etc.

構築・運⽤

UI/UX設計

サイト構築

プロモーション設計

etc.

改善

UI/UX設計

コンテンツ企画・制作

チューニング

etc.

分析・検証

Google Analytics

ユーザーテスト

ヒートマップ

etc.

プロジェクトに合わせたEC専⾨メンバーが担当。

「考えて終わり」「作って終わり」 にしない

実現性の⾼い戦略をご提案‧実⾏します。



04  FEATURES 豊富なサービスラインアップ

戦略策定・開発⽀援 運⽤⽀援

ブランディング・分析・

リサーチ・戦略策定

デザイン・UI/UX設計

カート選定 サイト改善/分析

販売戦略

コンテンツ設計・

LP制作

SNS設計・運⽤

デザイン・

クリエイティブ改善

広告設計・運⽤

SEO

LINE・CRMサイト構築

どのフェーズからもご依頼をお受けしています。

スポットでの対応も可能です。

デジタル領域をトータルサポート。⼀貫したブランドコミュニケーションで、快適な顧客体験を実現します。



04  FEATURES 国内外

ご要望のカートでリニューアルやUI改善が可能です。また、他社様が実装したサイトを引き継いでの改善・運⽤もご相談ください。

10社以上のカートやフルスクラッチに対応

※

※commerce cloud、magentoなど⼀部対象外のカートがございます。

「フルスクラッチに対応」は御社が利⽤されているフルスクラッチカートシステムへサイトデザインを適合または御社が契約されているシステム会社様との協業が可能であることを 

   指します。フルスクラッチカートシステム開発は⾏なっておりません。



04  FEATURES

難易度の⾼いJavaScript/CSSでのアニメーションや、SPA/PWAなどモダンなフロントエンド技術の導⼊により

ユーザー体験の向上や運⽤効率の改善が⾒込めます。

⾼度なフロントエンド技術での実装が可能

ユーザーの体験の向上 運⽤効率の改善

難易度の⾼いJavaScript/CSS
モダンなフロントエンド技術

（SPA/PWAなど）

スクロール

アニメーション

オープニング

アニメーション

クリックを促進する

モダンなUI
アプリライクな

UI/UX設計
パフォーマンス

改善

診断コンテンツ プッシュ通知



04  FEATURES

貴社の経営計画や事業戦略に基づいた戦略実現のご提案と 

Googleアナリティクスなど分析ツールによる定量データ、インタビューやアンケート・ユーザーテストによる定性データなど、 

分析に基づいた課題解決の両側⾯からUI/UXのご提案をいたします。

戦略と分析データに基づいた

課題解決戦略実現

理想的なUI/UX

UI/UX提案



04  FEATURES

⼀貫したブランドコミュニケーションとデジタルリアルのシームレスなサービス提供で顧客体験を⾼めます。

実績例：⻘⼭商事株式会社様 レンタルサービス hare:kari

オンラインもオフラインも、シームレスなブランド体験を

https://harekari.y-aoyama.jp/

コンセプト

ブランディング

ブランド

ネーミング

撮影・アート

ディレクション

店舗

ディレクション

店舗販促物

サイト構築

制作運⽤

分析・

販促計画

SNS・CRM

広告・PR



05  SERVICE サービス範囲による⽐較

分析・リサーチ・戦略策定

ECコンサル 制作会社 システム会社

カート選定

デザイン・UI/UX設計

サイト構築

WEBシステム開発

販売戦略

サイト分析・サイト改善

LP制作

SNS設計・運⽤

広告設計・運⽤

CRM強化（LINE）

SEO改善

（カスタマーサポート、

運営・受注代⾏、物流代⾏etc.）

フルフィルメント業務

TAM

戦

略

策

定

開

発

⽀

援

運

⽤

⽀

援



05  SERVICE

専任の担当者が開発〜運⽤までサポートします。くわえて各フェーズにて専⾨スタッフを適宜アサインします。

流れ（ご提案 - 制作も）

初回

ヒアリング

分析・リサーチ

（プレ）

1ヶ⽉程度

MTG1-2時間

1ヶ⽉〜3ヶ⽉程度

3ヶ⽉〜6ヶ⽉程度

週1-⽉1程度

シナリオ設計・戦略策定

（プレ）

ご契約

シナリオ設計・戦略の再策定サイトUI/UX設計

販売戦略設計 広告・SNSなどのPR設計

サイト公開

サイト構築

サイト改善・PDCA運⽤

※フローは⼀例です。クライアント様ごとに最適なフローをご提案します。※期間、MTG回数は⽬安です。

まずは
お話しましょう！



06  COMPANY 会社概要

会社名 株式会社TAM

スタッフ数 155名（国内・海外）

資本⾦ 2,250万円

事業内容 クリエイティブテック・エージェンシー

創業 1992年4⽉25⽇

売上⾼ 売上⾼ 20.0億円（2021年8⽉度⾒込み）

代表者 爲廣 慎⼆

※国内、および海外⼦会社合計（関連会社含まず）



06  COMPANY 問い合わせ

実績と経験の豊富なTAMだからこそ 

提供できるサービスがあります。

ぜひ⼀度お問い合わせください。 https://oh-tam.com/#contact




