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アイフラッグ・グループ、低価格のスマートフォンアプリ制作サービス 

「アプリメーカー」の提供を開始 

 

アイフラッグ・グループ（株式会社アイフラッグ（本社：東京都港区、代表取締役社長：園博之）並びに連

結子会社である株式会社くるねっと、株式会社イーフロッグ、及びエンパワーヘルスケア株式会社）は、低価

格の販促用スマートフォンアプリ制作サービス「アプリメーカー」の提供を、本日より開始します。 

スマートフォンの普及に伴い、ホームページのみならず、スマートフォンアプリを利用して、情報やクーポ

ン等を配信したいという要望は高まる一方で、高額な制作費や専門的な運用知識が必要なことから、中小企業

における導入が進まない状況を踏まえ、アイフラッグ・グループは、「アプリメーカー」を開発しました。 
「アプリメーカー」は、オリジナルのスマートフォンアプリを低価格で制作できるとともに、アイフラッグ・

グループが培ってきた CMS（※1）の技術の応用により、専門知識がなくても、文章・画像を管理画面に入力す

るだけで、スマートフォンアプリ内の情報更新を誰でも簡単に行えるソリューションとなっています。 

 



※「アプリメーカー」は、商標登録出願中です。 

※1：CMS（コンテンツマネージメントシステム）とは、Webコンテンツを構成するテキストや画像等のデジタルコンテンツを統合・体系的に

管理し、配信等の必要な処理を行うシステムの総称です。 

 

 

【アプリメーカーについて】 

 

「アプリメーカー」は、どんな業種にもマッチするオリジナルのスマートフォンアプリを低価格で制作できると

ともに、アイフラッグ・グループが培ってきた CMSの技術の応用により、専門知識がなくても、文章・画像を管理

画面に入力するだけで、スマートフォンアプリ内の情報更新を誰でも簡単に行えるソリューションです。 

アイフラッグ・グループは、主力商材である「クラウドパッケージ」の販売を通じて、中小企業や店舗のホーム

ページ制作を数多く手掛けていますが、昨今のスマートフォンの普及に伴い、ホームページからの情報発信のみな

らず、独自で制作したスマートフォンアプリを利用して、企業情報やクーポン等を配信したいという要望が高まっ

ていました。 

しかしながら、スマートフォンアプリの制作には、高額な制作費がかかり、また、配信・運用に関しても専門的

な知識が必要なことから、中小企業への導入がなかなか進まない状況でした。そのような状況を踏まえ、中小企業

や店舗が導入しやすい価格と仕様にて提供できるものとして、この度「アプリメーカー」の開発に至りました。 
 

■選べる 5つの機能 

 「アプリメーカー」は、イージーオーダーでスマートフォンアプリを制作･配信します。 

豊富な機能の中から、5つの機能を選んでいただき、オリジナルのスマートフォンアプリを制作します。 

主な機能 内容 

お知らせ（プッシュ通知対応）  セールの案内等のお知らせを配信できます。 

クーポン発行（プッシュ通知対応）  割引クーポン等を配信できます。 

予約・問い合わせ  ご予約やお問い合わせをメールで受けられます。 

店舗（企業）紹介  住所・営業時間等、店舗や企業の情報を紹介できます。 

GPSナビ（道案内）  GPSを使って店舗（企業）までの道案内ができます。 

カタログ  料理メニューの紹介等、あらゆる職種のカタログが作れます。 

その他にも、Twitter 連携、facebook連携、ワンタッチコール等、多彩な機能を用意しており、今後、選択できる

機能は更に増える予定です。 

また、オリジナル機能を搭載したいという企業向けには、カスタマイズ（別料金）もお受けしています。 

 

■アプリ内の情報更新が簡単 

「アプリメーカー」は、アイフラッグ・グループが「クラウドパッケージ」の開発で長年培ってきた CMSの技術

により、スマートフォンアプリ内の情報の更新（お知らせ、クーポン、カタログ等）が、WEBブラウザを使用した

管理画面から誰でも簡単に行えます。 

 

■「クラウドパッケージ」との連携 

「アプリメーカー」は、アイフラッグ・グループが提供する「クラウドパッケージ」シリーズとセットで導入い

ただくと、管理画面を連携させることで、ホームページの管理と、お知らせやクーポンの配信を一元管理すること

ができ、効率的に運用ができます。 

 

■利用料金 

初期費用 

・iOS版アプリの制作（iOS 4.3以上対応） 

・AndroidOS版アプリの制作（AndroidOS 2.3以上対応） 

・App Store への登録申請（※2） 

・Google playへの登録申請  

  356,000円（税別）    

月額費用 

・アプリ保守 

・アプリ管理ツール提供 

・ツールサポート 

 12,000円/月（税別）  

※2：App Store での配信には審査があり、承認されない場合があります。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0


※Android 及び Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※App Store は、Apple Inc.のサービスマークです。 

 

■開発プラットフォームとしての利用や OEMの受付 

「アプリメーカー」は、開発会社のスマートフォンアプリ開発プラットフォームとして、開発工数を低減させま

す。開発プラットフォームとしての利用や、OEM も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

■URL 

「アプリメーカー」に関する詳細は、こちらのホームページをご覧下さい。 http://applimaker.jp/ 

 

 

【クラウドパッケージについて】 

 

クラウドパッケージは、ネットビジネスを展開する企業に対し、ホームページの企画・構築・保守・運営サポート

をパッケージングして提供するサービスです。詳しくは、http://www.iflag.jp/ よりご覧下さい。 

 

 

 

商品名： 
ホームページマイスター  

ホームページマイスター for ネットショップ 

U R L： http://www.hpmeister.jp/ 

販売元： 
株式会社アイフラッグ 

株式会社くるねっと 

 

 

 

 

商品名： 
Site Director 

Site Director for EC 

U R L： http://www.sitedirector.jp/ 

販売元： 株式会社イーフロッグ 

 

 

商品名： My Clinic Express 

U R L： http://www.myclinicexpress.jp/ 

販売元： エンパワーヘルスケア株式会社 

 

 

【アイフラッグ・グループについて】 

 

■株式会社アイフラッグ 

 

（１）社名 株式会社アイフラッグ（JASDAQ スタンダード：2759） 

（２）代表者名 代表取締役社長 園 博之 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 1階 

（４）設立年月日 平成 9年 6月 11日 

（５）資本金 81億 5,196万円 （平成 25年 3月 31日現在） 

（６）事業内容 IT ソリューション事業 

（７）URL http://www.iflag.co.jp/ 

 

 

 

http://applimaker.jp/
http://www.iflag.jp/
http://www.hpmeister.jp/
http://www.sitedirector.jp/
http://www.myclinicexpress.jp/
http://www.iflag.co.jp/
http://www.sitedirector.jp/


■連結子会社 

 

（１）社名 株式会社くるねっと 

（株式会社アイフラッグの 100％子会社） 

（２）代表者名 代表取締役社長 髙梨 宏史 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 1階 

（４）設立年月日 平成 23年 2月 1日 

（５）資本金 1億円 （平成 25年 3月 31日現在） 

（６）事業内容 小企業向けインターネットホームページの 

企画、制作、運営、サポート 

（７）URL http://www.crewnet.co.jp/ 

 

 

（１）社名 株式会社イーフロッグ 

（株式会社アイフラッグの 100％子会社） 

（２）代表者名 代表取締役社長 髙梨 宏史 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 1階 

（４）設立年月日 平成 23年 2月 1日 

（５）資本金 1億円 （平成 25年 3月 31日現在） 

（６）事業内容 インターネットホームページの企画、制作、運営、サポート 

（７）URL http://www.efrog.co.jp/ 

 

 

（１）社名 エンパワーヘルスケア株式会社 

（株式会社アイフラッグの 100％子会社） 

（２）代表者名 代表取締役社長 髙梨 宏史 

（３）本店所在地 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A館 1階 

（４）設立年月日 平成 12年 5月 19日 

（５）資本金 2億 3,485万円 （平成 25年 3月 31日現在） 

（６）事業内容 医療業界に特化したインターネットホームページの 

企画、制作、運営、サポート 

（７）URL http://www.empower-hc.com/ 

 

 

【アプリメーカー関するお問い合わせ先】 

 

株式会社アイフラッグ 商品企画部（Tel : 03-5733-5968 ／ E-mail : pp.u@iflag.co.jp） 

 

 

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

 

株式会社アイフラッグ 管理部（Tel : 03-5733-4492 ／ E-mail : ir@iflag.co.jp） 

http://www.crewnet.co.jp/
http://www.efrog.co.jp/
http://www.empower-hc.com/
mailto:pp.u@iflag.co.jp
mailto:ir@iflag.co.jp
http://www.crewnet.co.jp/
http://www.efrog.co.jp/

