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商号

所在地

代表者

設立

資本金

従業員

事業内容

取引銀行

主な取引先

株式会社クロスワン

〒171-0042 東京都豊島区高松2-47-5

品川 あきら

平成2年1月

5,200万円

正社員8名：アルバイト2名

システム・ソフト開発、WEBコンテンツの企画制作
ネットプリントサービス（写真・フォトブック他）
学校写真・ブロマイドの自社受注システムのASP代行
携帯会員サイト運営（アルバム・ブロマイド販売等）
カメラ関連商品の輸入・販売

朝日信用金庫「板橋支店」 / 巣鴨信用金庫「池袋支店」

ノーリツ鋼機株式会社、N&Fテクノサービス株式会社
株式会社アスカネット、Idcom株式会社、合資会社Zoner

株式会社ソフトバンクBB、北海道ダイヤ株式会社
東京電力、株式会社ライラック、丸紅インフォテック
手塚企画、フジテレビ、アップフロント、楽天球団

昭和58年5月

平成2年2月

平成4年2月

平成11年1月

平成13年3月

平成17年3月

平成18年7月

平成19年9月

平成19年12月

平成23年12月

平成24年2月

平成24年2月

平成26年6月

飲食事業（個人：ハンバーガー移動販売）からスタート

ハンバーガーショップ取引先のコカコーラ紹介によりコカ・コ
ーラグッズ販売

コカコーラ自動販売機業開始：自動販売機修理による、ハー
ド・ソフトの技術を学ぶ

自販機ソフト開発業務から自社：通販及び、画像ソフト開発・
携帯電話ソフト開発により、東京進出

社名を株式会社クロスワンに変更

ネット専門のデジカメプリント受注システムサイト作成・運営
（株式会社五十鈴産業とプリント契約）

自社プリント開始（株式会社五十鈴産業 民事再生により）

現住所に移転「ネットデジカメプリント工場」「システム開発」
事務所統合

日本カラーラボ協会賛助会員 取得

キッズカメラ発売開始

日本営業写真機材協会 加盟

デジカメプリント・通販サイト・FCサイト等、多数運営

3D商材取扱開始
現在に至る

会社概要/沿革



●ごあいさつ
当社はネットプリントに特化した事業を展開し、お客様とともに成長してまいりました。
お客様の満足向上を追求し、低価格かつ高品質なサービス提供を心がけております。
また、皆様の大切な「写真」と「カメラ」そして「システム」を通じて「新たな可能性」に挑戦します。
写真の新しい未来を、プリントとハード及びソフトで創造します。
常にサービスの改善に取り組むとともに、長期安定的な成長と発展を遂げてまいる所存です。
今後ともより一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社クロスワン
代表取締役 品川あきら

●経営理念
お客様のニーズを追求し、最新・独自技術による写真関連商品及びサービスを提供することで社会へ貢献する
企業です。
昨今の写真に対する価値観は変化しております。
デジタルカメラの普及、フィーチャーフォン・スマートフォンによる高画質な写真撮影が可能となり、様々なシーン
において写真撮影が行われるようになりました。
と同時に、写真はデジタルデータ化され紙焼き（プリント・写真）されずに、携帯電話・パソコン・SDカード（メディ
ア）等に保管・閲覧する事（満足・安心）により終了することも多く、大切な写真が携帯電話の機種交換・破損及
びパソコンの買換え・ハードディスク破損やSDカード（メディア）の紛失等で失われております。
このような背景をふまえ、ネットプリントサービスを通じて、「長期保存のきく銀塩写真の良さ、プリントすることの
大切さ」を伝えていくことを使命と捉えております。
併せて、これまで培ってきた技術、設備・人材を生かし、満足・信頼をいただける高品質な新商品・サービス提供
に努め、新たな市場を創造し、社会の発展にも貢献していきたいと考えております。

ごあいさつ/経営理念



ユーザー層にあわせたネットプリントサービス（コンパクト / モバイル / 一眼レフ）

ABCデジカメプリント http://photo-cross.jp/ モバフォト http://edpe.9981.ne.jp/ ABC一眼レフ仕上げ http://pro.9981.ne.jp/

モバフォトブック
http://photo-book.9981.ne.jp/

ABCフォトブック
http://www.syshard.com/

ちびパラ
http://chibi.9981.ne.jp/

クロスワン直営通販サイトPhotoToys

http://photo.feeling.jp/

キッズカメラ：Kids-Camera

http://kids-camera.jp/

主な運営サイト

管理運営

http://photo-cross.jp/
http://edpe.9981.ne.jp/
http://pro.9981.ne.jp/
http://photo-book.9981.ne.jp/
http://www.syshard.com/
http://chibi.9981.ne.jp/
http://photo.feeling.jp/
http://kids-camera.jp/


ユーザー層（コンパクト / モバイル / 一眼レフ）にあわせた低価格・高品質の

ネットプリントサービスをはじめ、専用ソフトをご利用いただきフリーレイアウ
トでオリジナルフォトブックが作成いただけるフォトブックサービス、ネットで
出来るデジタル加工技術を利用した現存写真の2次元から3次元化の取組

みによる立体サイコロ年賀状（ポストカード）や写メールやブログを利用した
文字と画像合成写真の「ブログフォト」 、平面写真から立体アルバムへ変更

可能な写真（ブロマイド・ポストカード）要素と持ち運べるミニアルバム（ストラ
ップ・キーホルダー）要素を持ち合わせた持ち歩きに便利な組み立て式ミニ
フォトブック「ちびパラ」など、フォトノベルティとしてイベント・キャンペーンに
もご利用いただける特殊写真加工商材を「楽しむ写真・新たな写真」としてご
提案をしております。

●モバフォト
【登録番号】 第5204452号
【登録日】 平成21年（2009）2月20日

●ブログフォト
【登録番号】 第5235845号
【登録日】 平成21年（2009）6月5日

●ちびパラ
【登録番号】 第5271127号
【登録日】 平成21年（2009）10月9日
【登録番号】 第5288160号
【登録日】 平成21年（2009）12月18日

商標登録

●Ｐｈｏｔｏ Ｐ
【登録番号】 第5271126号
【登録日】 平成21年（2009）10月9日

●ネイルフォト
【登録番号】 第5298827号
【登録日】 平成22年（2010）2月5日

●フォトカバー
【登録番号】 第5404181号
【登録日】 平成23年（2011）4月8日

製品：写真関連



●会員制写真販売システム
専用管理画面からログイン、写真を公開するだけ！
販売サイズ・価格・お支払い方法などイベント別で設定も可能。
●システム開発
ネットプリント・フォトブック・写真販売・アルバム閲覧などシステム開発
●システムレンタル
ネットプリント・フォトブック・ポストカードなどASPサービス
●プリント代行業務
ネット受注方式による月末締め翌月払いの業務用ネットプリントサービス
●お仕立券サービス
弊社写真商材の商品代金・送料が含まれたID券サービス
●フォトノベルティ作成
ちびパラ・ポストカードなど、イベント・キャンペーン用フォトノベルティ作成

アプリケーション
●ネットプリント「プリマスDX2」
画像アップロードだけでなく、画像編集(リサイズ、らくがき等)・届け先登
録・サイズ/枚数指定などの機能を標準装備したネットプリント受注ソフト。
●フォトブック「フォトブックDX」

写真・文字・装飾の自由自在配置はもちろんのこと、スタンプ・背景・フ
レーム・拡大縮小・部分ズーム・透過機能、自動テンプレート、プレビュー
等、標準装備したフリーデザインによるフォトブック作成・受注ソフト。
●専用起動ランチャー「プリマスランチャー」
上記2つのアプリケーションソフトを格納した、画像編集、ポストカード、名

刺作成、デジカメプリントの注文、フォトブック作成・注文のすべてを可能
にしたオールインワンパッケージの専用起動ランチャーです。

製品：システム関連



人気の高いトイデジカメラなど輸入・販売しております。
海外カメラ輸入代行、オリジナルカメラ開発などご相談くださ
い。
●Kids-Camera DC300T

カメラ・ビデオ/三連写撮影/オートパワーオフ/タイマー撮影/

ズーム/フレーム/保存・再生・削除
●Kids-Camera RYO

カメラ・ビデオ/オートパワーオフ/フラッシュ/ズーム/ゲーム/音声
写真/編集/スライドショー
●Kids-Camera X3000

カメラ・ビデオ/オートパワーオフ/フォトゲーム/IQゲーム/アルバ
ム/画像変換/テレビ出力

●ミニレンズ全12種類
No.1 【wide angle】幅広い角度での写真撮影が可能
No.2 【stretch】ストレッチした細め写真撮影が可能
No.3 【6image mirage】6画像に分離し蜃気楼写真撮影が可能
No.4 【3image mirage】3画像に分離し蜃気楼写真撮影が可能
No.5 【heart frame / blue filter】ハート抜き / ブルー写真撮影が可能
No.6 【star / antique】星型 / アンティーク写真撮影が可能
No.7 【polarized】偏光写真撮影が可能
No.8 【close up】接写写真撮影が可能
No.9 【soft lens】外輪を滲ませたソフトな写真撮影が可能
No.10【starburst】中央の被写体に外輪を演出した写真撮影が可能
No.11【vigette】漫画のような滲んだ写真撮影が可能
No.12【spark】四方に光を分散した写真撮影が可能

製品：カメラ関連



●3D・2Dクリスタル

ドイツ製の特種レーザー機器により高級高透明なクリスタルの内部に加工
を施します。
●3Dお仕立券
商品代金＋送料がセットになったギフト用お仕立券の3D商材版です。
●3Dステレオカメラ
簡単に3Dフィギュアやクリスタル用の高詳細基礎データが作成できます。
●ペットフィギュア
世界にひとつしかないあなただけのオリジナルフィギュアです。
●手作りフィギュア
造形師が手作業で1体単位で作製致します。材質はカラーシリコン粘土で
す。

●球体プリント
凹凸特種プリンターによる球体プリント。
特種インクにより表面は非常に滑らかで丈夫です。
●ぬいぐるみ
立体形成のPPによるフォトフェイスを入れるかわいいぬいぐるみです。
●3Dプリント簡易タイプ
簡易的なデータで作成可能。最新式の米国3Dシステム社プリンター仕上げ。
●3Dプリント詳細タイプ
最新式の米国3Dシステム社製で3Dプリンターの能力を最大限に引き出します。
●フォトフェイス
顔の部分を3Dプリンターで作成して本体人形に設置いたします。

製品：3D関連



株式会社クロスワン サイト一覧

●プリントサービス
ABCデジカメプリント

ABC一眼レフ仕上げ

ABCネットの写真屋さん

ABCネットプリントLight

モバフォト

ブログフォト

写真包装サービス

ABC特殊・銀写真

FC ハローニコニコ写真プリント

FC プリントサプライズ

●特殊加工写真：フォトノベルティ
ちびパラ

写真名刺＆Twitter用ハンドルネームカード

お仕立て券 委託販売

ちびパラお仕立券：フォト・ウェーブ

できパラ（ちびパラ）：一般ユーザーとのコラボ

ちびパラbyミウラ折り：パテントサポート

●フォトブックサービス
ABCフォトブック

ABCフジカラーフォトブック

モバフォトBOOK

モバフォトBOOKアプリ：iPhone

●システム
ABC写真販売システム

サンプルサイト：学校写真販売

サンプルサイト：婚礼式場写真販売

サンプルサイト：カメラマン

サンプルサイト：個人

トータル写真ビジネスサービス「クロスネット」

●インフォメーション
デジカメプリント総合案内

デジカメプリント「写真ブログ」

デジカメプリント・動画

Twitter アカウント

Facebook クロスワン デジカメプリント

Facebook デジカメプリント案内

●その他
デジカメプリントFC募集

デジカメ画像編集応援団

フォトP

●カメラ・通販
キッズカメラ：Kids-Camera

クロスワン通販 PhotoToys（フォト・トイズ）

株式会社クロスワン

●3D

3D Print Town

3Dホームスタジオ

http://photo-cross.jp/
http://pro.9981.ne.jp/
http://e-dpe.net/
http://light.sml-pro.com/
http://edpe.9981.ne.jp/
http://blog.9981.ne.jp/
http://pauk.photo-cross.jp/
http://big.dmj.ne.jp/
http://www.8622.ne.jp/
http://www.cancan.ne.jp/
http://chibi.9981.ne.jp/
http://card.photo-cross.jp/
http://abc.syshard.com/fc.html
http://www.foto-wave.net/
http://chibipara.dmj.ne.jp/
http://chibi.9981.ne.jp/miura-ori.html
http://www.syshard.com/
http://www.9631.co.jp/photobook/
http://photo-book.9981.ne.jp/
http://itunes.apple.com/jp/app/id348538601?mt=8
http://album.minibird.jp/
http://album.minibird.jp/test/
http://album.minibird.jp/456bb/
http://album.minibird.jp/004/
http://album.minibird.jp/007/
http://www.media-work.biz/
http://abc.photo-cross.jp/
http://photo-cross.jp/abc/blog
http://photo-cross.jp/abc/
http://www.youtube.com/user/arigatou0529
http://photo-cross.jp/index-twitter.html
http://www.facebook.com/dejikamepurinto
http://www.facebook.com/cross9631/
http://www.continental93.com/
http://www.discountkingston.com/
http://www.dmj.ne.jp/
http://kids-camera.jp/
http://photo.feeling.jp/
http://www.9631.co.jp/
http://3d.9631.co.jp/
http://abc.9631.co.jp/

