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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 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、 様の大 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 勛します。
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 に取り組むとともに、 期安定 な成 と発展を げてまいる所 です。
今後ともより一 のご 、ご支 を りますようお願い 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 】
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 われるようになりました。
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 することも多く、大 な写真が携帯電話の機種 換・破損及びパソコンの 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、「 期保 のきく銀塩写真の さ、プリントすることの大 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
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会社名   株式会社クロスワン
設   平成2 1月

本   5,200万円
代表者   品川 あきら
本社所在地   〒171-0042 

  東京都豊島区高松2-47-5
TEL   03-5986-1118
FAX   03-5986-1130
千川事務所   〒171-0041

  東京都豊島区千川2-11-17
従業員数   8人（パート・アルバイト含む）
事業内容   ネットプリントサービス

  システム・ソフト開発
  WEBコンテンツ企画制作運営
  自社受注システムASP代
  カメラ関連商品輸入・販売
  他、上記に付随する業務

【沿革】
昭和58 5月   飲食事業（個人：ハンバーガー移動販売）からスタート
平成2 2月    取引先コカ・コーラの紹介によりコカ・コーラグッズ販売
平成4 2月    コカ・コーラ自動販売機業開始
平成11 1月   自販機ソフト開発業務から通販・ソフト開発により東京進出
平成13 3月   商号を株式会社クロスワンに変
平成17 3月   ㈱ 産業と 、ネットプリント受注システム開発・運営
平成18 7月   ㈱ 産業、 事再生により自社プリント開始
平成19 9月   プリント工場・システム開発事務所統合、現住所に移転
平成21 1月   簡 組み て式ミニアルバム：ちびパラ受注開始
平成21 10月   銀塩写真フォトブック：モバフォトBOOK受注開始
平成22 1月   スマートフォン用フォトブック注文アプリ提供開始
平成22 3月   PC用多機能プリント注文ソフト：プリマスDX2提供開始
平成22 6月   東京都 経営革新計画 承認取得（※1）
平成22 9月   PC用フォトブック注文ソフト：フォトブックDX提供開始
平成22 10月   水に強く破れにくい写真：プラスチック写真受注開始
平成22 11月   写真で作るネイルチップ：ネイルフォト受注開始
平成23 8月   スマホ用オリジナルカバー：フォトカバー受注開始
平成23 8月   直営通販サイト：フォト・トイズ運営開始
平成23 12月   子供用デジタルカメラ：キッズカメラ販売開始
平成24 3月   スマートフォン用デジカメプリント注文アプリ提供開始
平成24 9月   着せ替え写真：iPhone背面サイズ受注開始
平成25 1月   スマホアプリ・WEBサイト向け写真受注API公開
平成25 3月   エコアクション21 認証取得（認証・登録番号：0009168 ※2）
平成25 7月   千川事務所 開設
平成25 7月   簡 スナップ写真集：ふぉとパラ受注開始
平成25 7月   着せ替え写真：スイッチ＆コンセントカバー受注開始
平成25 11月   自 式写真/スマートフォンスタンド：フォトスタンド受注開始
※1 承認テーマ：銀塩写真の印画紙を活用した、新商品の開発による新市場への進出
※2 対象事業所：本社 / 事業活動：写真の現像、カメラ関連商品の製造の外注・輸入・販売

会社概要 / 沿革
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製品・サービス：写真
一般コンシューマ向けにPC・携帯・スマホの3デバイスで低価格・高品質ネットプリントサービスを実現しております。
PC用多機能プリント受注ソフトやスマホユーザー向けアプリの開発・提供、ましかく・パノラマサイズなどプリントサービスの拡
充にも努めております。
また、お土産・イベント限定品、企業や製品のブランド名が入ったノベルティとしてご 用いただける「簡 組 式ミニフォトブ
ック」「写真で作るネイルチップ」「iPhone用着せ替え写真」「簡 スナップ写真集」「スイッチ＆コンセントカバー」「フォト
スタンド（スマートフォンスタンド）」など、銀塩写真にこだわったオリジナル写真商材の開発・提供もしております。
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製品・サービス：カメラ
「安心して持ち歩ける」「楽しく操作できる」「自由に撮影」をコンセプトに子供の目線で開発された子供用デジタルカメラ。
3歳・5歳・7歳と子供の成 にあわせ商品ラインアップ、Lサイズでの画質再現性を考慮した200万画素以上のデジタルカメラにな
っております。なお、上位タイプ（5・7歳）は編集機能やゲームなども搭載しております。
知育玩具としてもご提案させていただいており、お子様向けのワークショップなどでもご 用いただいております。

【キッズカメラ DC300T 】 対象 3歳以上
小さな子供でも5つのボタンによる簡単な操作で撮影することができます。
興味のある写真を撮りやすくするため両目ファインダーを採用。
最大4倍ズーム、撮影時の手ぶれ防止として３連写撮影や可愛いフレームで楽しく
撮影できます。

【キッズカメラ X3000 】 対象 5歳以上
大きくて やすい2.7TFTカラー液晶モニター搭載、撮影時の被写体、撮影した写真・
動画の 認、ゲームで遊ぶ時も大きく やすくなっております。
撮影した写真の画像変換（全8種類）も可能。キャラクターの顔を自分や家族の写
真にして遊べるフォトゲームもあります。
TV出 ができるので、写真・動画・ゲームと家族みんなで楽しめます。

【キッズカメラ RYO 】 対象 7歳以上
変顔変換・複眼レンズ撮影やフレーム・スタンプなど写真装飾機能満載。
音声写真やフレーム＆アニメーション合成動画撮影、画像編集にミニゲームも搭載
しております。
ズーム、フラッシュ、TV出 、イ ホン端子も備えた本格仕様の高機能モデルです。
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製品・サービス：システム・ソフト
学校写真・イベント写真等をインターネットで簡単に販売できる「写真販売システム」や画像アップロードだけでなく、画像編集
など多機能を搭載したプリント受注ソフト、スマホ用写真関連アプリの開発・提供、当社APIを活用したサービス構築・収益化など
ご提案しております。

【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。
【写真販売システム】
専用管 画面からログイン、写真を公開するだけのインターネット写真販売システム。
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。
【写真受注API 】
スマートフォン市場向けアプリ（カメラ・画像編集等）において、開発者・提供者様のアプリと当社プ
リントシステムをつなぐことにより写真商材として商品化・販売を可能とする専用ネットプリントAPI。
【プリント代 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 券サービス】
当社写真商材の商品代 ・ が含まれたID券サービス。

【 プリマスDX2 】 PC：画像編集機能付ネットプリント受注ソフト
画像アップロード・画像編集・届け先登録・サイズ/枚数指定など多機能を標準装備。
【 フォトブックDX 】 PC：フリーレイアウトによるフォトブック作成・受注ソフト
スタンプ・背景・フレーム・拡大縮小・透過機能・自動テンプレート・プレビューなど標準装備。
【 プリマスランチャー 】 PC：専用起動ランチャー
上記2つのアプリケーションソフトを格納したオールインワンパッケージの専用起動ランチャー。
【 プリントマスターDX for iPhone 】スマートフォン：スマホ用プリント注文アプリ
アプリからのご注文もWEBからのご注文同様、各種サイズ及び価格にてご注文いただけます。
※AppStore公開中：モバフォトBook・ネイルフォト・キッズカメラ カタログ＆通販
※GooglePlay公開中：プリントマスターDX β版・キッズカメラ カタログ＆通販
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管 ・運営サイト・商標・意匠権
【商標登録・意匠権】
●モバフォト
登録日/登録番号：平成21 2月20日/第5204452号
●ブログフォト
登録日/登録番号：平成21 6月5日/第5235845号
●ちびパラ
登録日/登録番号：平成21 10月9日/第5271127号
登録日/登録番号：平成21 12月18日/第5288160号
●Ｐｈｏｔｏ Ｐ
登録日/登録番号：平成21 10月9日/第5271126号
●ネイルフォト
登録日/登録番号：平成22 2月5日/第5298827号
●フォトカバー
登録日/登録番号：平成23 4月8日/第5404181号
●キッズカメラ
登録日/登録番号：平成24 8月24日/第5516586号
●キッズカメラ＼ＫＩＤＳ ＣＡＭＥＲＡ
登録日/登録番号：平成24 12月7日/第5540642号
●ふぉとパラ＼ＰｈｏｔｏＰａｒａ
登録日/登録番号：平成25 10月11日/第5621172号
●スケルトンフォト＼Ｓｋｅｌｅｔｏｎ Ｐｈｏｔｏ
登録日/登録番号：平成25 10月25日/第5624701号
※スマートフォンスタンド 意匠登録出願中

※弊社における全ての登録情報を掲載しているものではございません。

●株式会社クロスワン本社HP
http://www.9631.co.jp
●デジカメプリント事業部ぶろぐ
http://photo-cross.jp/abc/blog/

●ABC格安デジカメプリント
http://photo-cross.jp/
●ABCネットの写真屋さん
http://e-dpe.net/
●ABC一眼レフ仕上げデジカメプリント
http://pro.9981.ne.jp/
●ABCネットプリントLight
http://light.sml-pro.com/
●ABCフォトブック
http://www.syshard.com/
●モバフォトBOOK
http://photo-book.9981.ne.jp/
●ちびパラ
http://chibi.9981.ne.jp/
●モバフォト
http://edpe.9981.ne.jp/
●ブログフォト
http://blog.9981.ne.jp/
●フォトP
http://www.dmj.ne.jp/

●キッズカメラ
http://www.kids-camera.jp/
●ふぉとパラ
http://photopara.sml-pro.com/
●スイッチ＆コンセントカバー
http://switch-cover.sml-pro.com/
●フォト・トイズ
http://photo.feeling.jp/
●ネイルフォト
http://nail-photo.9981.ne.jp/
●フォトカバー
http://photo-cover.9981.ne.jp/
●写真販売
http://album.minibird.jp/
●次世代写真：ネクストフォト
http://nextphoto.jp/
写真受注API
http://api-photo.info/
●デジカメプリントFC募集
http://www.continental93.com/
●写真名
http://card.photo-cross.jp/
他

【管 ・運営サイト】
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フォトスタンド
オリジナル写真商材

自 式写真「フォトスタンド」は、線に沿って「折って」「組み てる」材 勘要のエコな手作りフォトスタンドです。
玄関やリビング、デスク周りのフォトスタンドとして、また、iPhone（アイフォーン）やAndroid（アンドロイド）などスマート
フォンスタンドとしてもご 用いただけます。
本商品には、特殊 により折り目が入っており、線に沿って折るだけで簡単に組み てることができます。
素材には特殊プラスチック印画紙を使用。ナノ単位デジタル銀塩発色により鮮明な画質・光沢の美しさを再現しております。
お土産・ノベルティ・イベント限定品、企業や製品のブランド名が入った実用品としてご 用いただけます。

●サイズ：89mm X 127mm
●推奨画像：1,051px X 1,500px 300dpi
※折り目線およびカット加工あり
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スイッチ＆コンセントカバー
オリジナル写真商材

フォトカバーシリーズ、室内インテリア用写真グッズ「スイッチ＆コンセントカバー 」は、ご家庭に既設されているスイッチプレ
ートやコンセントプレートに てご 用いただけます。
素材には特殊プラスチック印画紙を使用。ナノ単位デジタル銀塩発色により鮮明な画質・光沢の美しさを再現しております。
本商品には、特殊 で天地 面に折り目が入っており、付属の両面シールおよびシリコン補助リングを使って簡単にスイッチ＆
コンセントの着せ替えができます。
お土産・ノベルティ・イベント限定品、企業や製品のブランド名が入った実用品としてご 用いただけます。

●サイズ：89mm X 127mm
●推奨画像：1,051px X 1,500px 300dpi
●付属品：両面シール・シリコン補助リング
※折り目線およびカット加工あり
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ふぉとパラ
オリジナル写真商材

「ふぉとパラ」は、天のり綴じという製本技術で作成する、ましかく写真を簡 に貼り合わせたスナップ写真集です。
“可愛く・ やすく・持ち運び く”をテーマに、“写真”でもない“フォトブック”でもない新たな写真の収納方法としてご提案いたし
ます。
ふぉとパラ本体の写真は、100 印画紙を使用した 化が非常に ない高品質銀塩写真です。また、 銀作用により 生 で 食
に非常に強い品質です。
製本は、天のり綴じという技術で一方向のみ熱融着。ミクロン単位での印画紙加工および背表紙加工をしたPP台紙保護帯仕様によ
り熱融着 を向上させております。なお、中綴 子・ 線綴じ・天のり綴じで製本された従来のフォトブックとは い、写真を一
枚ずつはがすこともできます。(*1*2)

●本体使用写真枚数：48枚
●サイズ：縦89mm X 横90mm X 厚さ13mm（±1mm）
● （本体のみ）：90g
●推奨画像：1051px X 1051px 300dpi
※画像 像 勘足の場合は、 い写真に仕上がります。
※プリント位置は縦横比にて中央に自動調整されます。
★オプション
●表紙カバー（銀塩写真:190mm X 89mm）及びOPPカバー1枚
● （本体 表紙カバー）：91g

*1 ページを強く引っ ると写真が本体から します。
*2 熱融着 を向上させておりますが、多くのページを させると耐久性が まります。
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フォトカバー＆iPhone着せ替え写真
オリジナル写真商材

「フォトカバー」および「iPhoe着せ替え写真」は、iPhone本体サイズにカット加工したオリジナルフォトカバーです。
特殊粘着シートを使用した「フォトカバー」は、iPhone本体（背面）に貼り合わせることで簡単に着せ替えができます。
素材には特殊プラスチック印画紙を使用。ナノ単位デジタル銀塩発色により鮮明な画質・光沢の美しさを再現しております。
「iPhone着せ替え写真」においては、iPhone本体と透明ケースの に んでご 用いただけるiPhone背面サイズの銀塩写真プリン
トになります。
いずれの商品も本体サイズにあわせて写真の中央をカット加工しており、簡単にiPhoneの着せ替えができます。
お土産・ノベルティ・イベント限定品、企業や製品のブランド名が入った実用品としてご 用いただけます。
※iPhone着せ替え写真のご 用には透明ケースが 要となります。

●サイズ：89mm X 127mm
●推奨画像：1,051px X 1,500px 300dpi
※対応端末：iPhone4・5・5c
※カット加工あり



11

ネイルフォト
オリジナル写真商材

「ネイルフォト」は、お気に入りの写真・イラストなど、手書きや印刷では難しい細かな素材（花・自然・文字・QRコード等）を
デジタル銀塩写真による鮮明な画質で再現・作成するオリジナルネイルチップです。
素材には特殊プラスチック印画紙を使用。ナノ単位デジタル銀塩発色により鮮明な画質および光沢の美しさを再現しております。
また、プラスチック印画紙を使用することにより、耐久性・耐水性にも優れたネイルチップになっております。
サイズは、ユニバーサルタイプ（世界標準）・ジャパニーズタイプ（日本人用）をご用意しております。
ネイルサロンや美容室、お土産・ノベルティ・イベント限定品、企業や製品のブランド名が入った実用品としてご 用いただけます。

●サイズ：以下参照
●推奨画像：300px X 300px以上
※周辺カット幅「3 7mm」あり。画像は中央配置推奨。
※形成上1mm前後の誤差が生じる場合もございます。
※ハサミや爪きり・カッターなどで簡単に形成は可能です。

●親指
ジャパニーズ：縦26mm X 横16mm 厚さ0.21mm 
ユニバーサル：縦26mm X 横20mm 厚さ0.21mm 
●人差し指
ジャパニーズ：縦26mm X 横13mm 厚さ0.21mm 
ユニバーサル：縦26mm X 横16mm 厚さ0.21mm 
●中指
ジャパニーズ：縦26mm X 横13mm 厚さ0.21mm 
ユニバーサル：縦26mm X 横16mm 厚さ0.21mm 
●薬指
ジャパニーズ：縦26mm X 横13mm 厚さ0.21mm 
ユニバーサル：縦26mm X 横16mm 厚さ0.21mm 
●小指
ジャパニーズ：縦26mm X 横10mm 厚さ0.21mm 
ユニバーサル：縦26mm X 横13mm 厚さ0.21mm 
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ちびパラ
オリジナル写真商材

「ちびパラ」は、数カットの写真・イラストなどを 手シートのようにコラージュプリントした、簡 組み て式ミニフォトブッ
クです。
各画像カットはシール状に加工されており、それぞれのカットをはがし、シールとして手帳やメモに貼り付けることも可能です。
また、各画像カットの中央部分には折り目がつけられるように加工されており、それらをV形に折り曲げ各ページを貼り合せ・組み

てることでミニフォトブックとしてご 用することができます。
本商品は、プリントする写真の中身を替える事によりさまざまな商品価値を生み出せる製品となっており、お土産・ノベルティ・
イベント限定品、キャラクターグッズなど、幅 くご 用いただけます。

※サンプル：第4回としまものづくりメッセ

●サイズ
mm：314mm X 127mm
px：3,543px X 1,500px
※トンボ基本10mm上下 ： し配 時の関 で 部あり。
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キッズカメラ RYO日経MJ（日経 通新聞）新製品平成24 2月12日

キッズカメラシリーズ東商新聞 第1960号 ビジネス伝言板平成24 2月20日

キッズカメラシリーズ週刊カメラタイムズ 第2802号平成24 2月20日

キッズカメラ X3000*ママこえ（WEB） プレゼントページ平成24 3月6日

キッズカメラ DC300T週刊アスキー 7月10-17日合併号平成24 6月26日

キッズカメラ DC300Tレタスクラブ 7/10号平成24 7月10日

キッズカメラシリーズ週刊写真速報 2042号平成24 8月10日

キッズカメラ RYO *ダイソー懸賞パズルマガジンVol.16平成24 10月25日

キッズカメラ RYO *月刊コロコロイチバン！６月号平成25 4月21日

キッズカメラ DC300T *あんふぁんぷらす 2013 12月号平成25 11月14日

キッズカメラ X3000Yahoo!ニュース（テクノロジー）平成24 1月30日

キッズカメラシリーズ読売新聞（朝刊）/ YOMIURI ONLINE平成24 4月28日

キッズカメラ X3000 *Happy-Note 夏号 vol.31平成24 6月11日

キッズカメラシリーズスタジオNOW 2012・1平成24 1月10日

キッズカメラシリーズPiCCeSS 2012 Jan. No.91平成24 1月20日

キッズカメラシリーズフォトマーケット 1月号平成24 1月20日

機種  *=プレゼント協賛媒体掲載日

キッズカメラシリーズは、写真業界誌をはじめ、各種メディアでもご紹介をいただいております。
また、お子様向けのワークショップなどでもご 用いただいております。

メディア掲載情報：キッズカメラ

「あなたのカメラ展」 / 勢 ： 市 学
会期：平成24 7月21日（土） 8月22日（水）


