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株式会社ＩＳＴソフトウェア（代表取締役社長：染谷光四郎、本社：東京都大田区）は、株式会社フォトハ

イウェイ・ジャパンが運営する mitte（ミッテ）事業を譲り受け、平成 28 年 12 月 1 日よりサービス提供を開

始いたしますことをお知らせします。 

mitte 事業とは、クラウドサービス mitte シリーズをベースとし、インバウンド対応済み観光用ホームペー

ジ構築業務と、フォトコンテスト受託運営業務から成り立っています。 

「mitte」とはドイツ語で「中心」を意味します。mitte 事業は自治体様、観光協会様、地域住民の方、来訪者、

フォトグラファー、カメラメーカー様の「中心」にあり、皆様を結びつけることで新たな価値を創出します。 

 

記 

 

① クラウドサービス mitte シリーズとは 

 

概要 

mitte シリーズとは、クラウド型 Web観光プロモーションパッケージです。

情報発信として活用できる「mitte-X（CMS）」、イベント開催として活用で

きる「mitte-C」、まち歩き促進として活用できる「mitte-M」などを備え、

Webの力を最大限にいかせるサービスです。 

 

主なサービス内容 

情報発信「mitte-X（CMS）」：Web サイト運用、マルチデバイス対応、インバウンド、地域協働 

イベント開催「mitte-C」：フォトコンテスト、フォトスクープゲーム、告知/集客 

まち歩き促進「mitte-M」：デジタルガイドマップ、観光協会ガイドマップ 

 

※CMS とは Contents Management System の略で、 Web サイトを簡単に構築・更新・管理できるシステムの総称

です。

株式会社 IST ソフトウェア 

144-8721 東京都大田区蒲田 5-37-1 

TEL：03-5480-6711 FAX：03-5480-6713 

観光およびフォトコン支援事業をスタート！ 

インバウンドにも対応した 

観光用ホームページ構築業務と 

フォトコンテスト受託運営業務の 

サービス提供を開始致します！ 
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② 観光用ホームページ構築業務 

 

概要 

観光用ホームページ構築業務とは、mitte-X を観光情報サイトに特化し、自治体観光行政ご担当者様が『明日

から使えるホームページ』をコンセプトにして作り上げた自治体観光用テンプレートです。 

簡単操作で写真やテキストを変更できるため、常に旬な情報を地域住民の方や来訪者へ発信することができま

す。 

街の魅力を Web で伝え、貴自治体の観光入込客増加に寄与します。 

 

特徴 

 

1. 写真の力で魅力を伝える Web サイト 

「写真で伝わる」ホームページを作成します。写真を有効活用

することで、文字では伝えきれないまちの魅力を、効果的に表

現することができます。 

 

 

 

2. 情報を登録するだけで簡単にページ作成 

観光情報サイトに必要となるサイトマップ構成、各コンテンツペ

ージの入力テンプレートをご用意しています。 

サイトマップ構成から必要な項目を選択し、観光スポットや店舗

の基本情報（名称や営業時間、利用料金など必要となる項目はす

べて網羅）を登録するだけで観光情報サイトが生成されます。 

Webサイトを作成するのではなく、観光コンテンツ情報を登録す

る感覚でプロ並みの観光情報サイトを実現します。 

 

3. 多言語対応 

最大 5ヶ国語の表示切り替えが可能です。インバウンド対策もしっかりと行えますので、まちの情報を全

世界に発信できます。 

対応言語：日本語・英語・韓国語・中国語（簡体／繁体） 

 

4. マルチデバイス対応 

「レスポンシブ Web デザイン」を採用しており、サイトにアク

セスされた端末に最適化された表示をシステムが自動的に行い

ます。 スマートフォン向けサイトの開発は必要なくなり、パソ

コン向けサイトの運用だけですべての端末に対応します。 
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5. 地域協働でつくる Web サイト 

観光協会様と地域の関連団体様が協力してページを作成できます。「親ア

カウント」を持つ観光協会様が編集範囲制限のある「子アカウント」を

イベント実行委員会や店舗、観光サポーターなどへむけて発行します。

例えば、花火イベントのページは花火実行委員会のスタッフにページを

作成してもらう、店舗紹介ページはオーナー様にページを紹介してもら

う、といった地域全体で観光 Web サイトを運営する地域協働を実現しま

す。 

 

③ フォトコンテスト受託運営業務 

 

概要 

フォトコンテスト受託運営業務とは、中小規模のフォトコンテスト（mitte-C）から大規模フルスクラッチフォ

トコンテストまで、すべてのお客様にご満足頂けるサービスです。中小規模では、応募と結果発表に機能を集

約したことにより、短納期、低価格を実現しました。また、大規模フルスクラッチ型では、プロアマ問わず全

世界から単写真や組写真、動画の応募がスムーズにできるシステム、数万点を超える応募作品を効率的に審査

できるシステム、応募者の分析ができるマーケティング機能も実装しています。 

 

ご利用シーン 

 

◆全世界対応のフォトコンテストとして 

◆地域活性化のイベントとして 

◆観光地の PRとして 

◆ホームページやカレンダーなどの素材集めとして 

◆カメラメーカー様、レンズメーカー様のユーザコミュニティとして 

◆業界イメージの刷新を図り、雇用対策として 

◆新製品、新サービスの告知として 

◆見込み顧客の獲得として 

 

システム構成 

  応募システム  審査システム   投票システム  フォトギャラリー機能  応募者集計機能 

 

インフラ環境 

24 時間 365日の監視運用サービスでフォトコンテスト運営を全力でサポートします。 

  

問い合わせ窓口 

応募者からのメール問い合わせ（日本語/英語）にも対応します。 
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④ 今後の展開について 

 

当社親会社である株式会社アイネットとの連携も含め、以下のサービス拡充を検討しております。 

 

クラウドサービス mitteシリーズの機能強化 

 

 多業種展開 

mitte-X は自治体向け観光用ホームページに特化しておりますが、今後は業種業界ごとの様々なテンプレ

ートをご用意します。誰もが簡単に Web サイトを立ち上げることができ、コンテンツの更新がタイムリー

に出来ることにより、Web の力を最大限に発揮することで収益拡大に寄与します。 

ex.）温浴施設様、動植物園様、学校法人様 

 

Webマーケティング機能 

mitte 独自のアクセスログ解析プログラムを用いて Web マーケティング機能を実装します。これにより、

効果的なコンテンツの配置や PDCAを回すことによるコンバージョンを高めることができます。 

 

※コンバージョンとは商品購入や問い合わせなど、Web サイト上から獲得できる最終成果のことです。 

 

インバウンド対応機能 

mitte-Xでは日本語をベースとして最大 5ヶ国語まで表示切り替え可

能となっておりますが、今後、言語ごとにトップページを持ち、そ

れぞれ異なるコンテンツを掲載できる機能を実装します。これによ

り、日本語の内容を一律多言語翻訳して発信するのではなく、文化

や嗜好に合わせた効果的なインバウンド対応(情報発信)ができる環

境をご提供します。 

 

イベント参加申込受付機能 

事前の参加申込を伴うイベントにおいて、ホームページ上でのイベントの案内から申込受付・抽選と

管理を mitte-Xで対応し、有料イベントの場合は決済会社とオンラインで連携できる環境を実現しま

す。2016年、一般社団法人中央区観光協会様主催のまち歩きイベントで試験導入的にリリースしまし

た。 

 

EC 機能 

地域の名産品やオリジナルグッズを観光協会様ホームページで販売

できる EC機能を標準機能として実装します。商品の登録から購入お

申込みの受付と管理を mitte-X で対応し、決済は決済会社とオンラ

インで連携できる環境を実現します。2016 年、一般社団法人中央区

観光協会様ホームページにて商品販売機能を試験導入的にリリース

しました。 
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観光案内所向け観光ナビアプリケーション機能 

観光協会様ホームページに掲載されている観光スポット情報を利用して、観光案内所を訪れる観光客

におすすめスポットを紹介し、観光客自身が観光ルートを作成できるアプリケーションを開発します。

アプリケーションはタブレットでの運用を想定しており、任意の観光スポット情報を印刷する機能も

実装予定です。国内だけなく海外からの旅行者とのコミュニケーションツールとしてご活用いただけ

ます。2017年千葉県内の観光協会様向けにリリース予定です。 

 

 オールインワン フォトコンテストシステム 

短納期・低価格で自治体様・民間企業様で数多くご利用頂いているパッケージサービス mitte-C とクライ

アント様のご要望に応じたコンテストシステムの受託開発の実績とノウハウを基に統合型フォトコンテス

トシステムを構築、展開致します。コンテストの告知から発表までの全工程をコンポーネント化した上で、

お客様のご要望に応じて最適化されたシステムをご提供します。 

 

当社グループのアイネットとの連携 

 

アイネット・クラウドセンターの活用 

当社親会社である株式会社アイネットのクラウドデータセンター

は、横浜市内に建設された、国内最高クラスの安全性と最新のテク

ノロジーを備えた次世代型データセンターです。大規模災害時にも

安全性を確保するため、水害や液状化の危険が少ない硬質な地盤に

高い災害対策レベルを設定して建設しました。免震構造の建物や電

源、空調、ネットワークに冗長構成を採用し、データセンターの品

質基準に照らし合わせても、最も厳しい基準を全ての項目でクリア

するファシリティを実現しました。変化の激しいビジネス環境にお

いてコストパフォーマンスに優れたサービスをご提供します。 

 

企業向けクラウドサービス基盤 Next Generation EASY Cloud®の活用 

Next Generation EASY Cloud®は仮想化・クラウドテクノロジー

の世界的なトップ企業の VMware のテクノロジーを全面採用し、

企業向けクラウド Dream Cloud®の中核となる EASY Cloud®のサー

ビス基盤を刷新した次世代型クラウドサービスです。パブリック

クラウドや企業内クラウド（オンプレミス）などの複数クラウド

やマルチデータセンターに対応する技術により、高い可用性を実

現します。また、ミッションクリティカルなシステムにも対応可

能で、システム移行や運用管理コスト削減の大幅な向上、データ

センター間での IT リソースのモビリティ機能の向上等を可能に

します。 
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ドローン映像ソリューション 

アイネットの業務提携先であるトライポッドワークス株式会社の支援

により、最新の IoT デバイスであるドローンを利用した観光プロモー

ションをご提供します。 

 

 

 

 

以上 

 

＜株式会社 IST ソフトウェア 会社概要＞ 

代表取締役社長 染谷 光四郎 

所在地：東京都大田区蒲田 5-37-1 ニッセイ アロマ スクエア 13 階 

創業：昭和 47年 3 月 30日    設立：昭和 51年 7 月 24日 

資本金：608,425千円 

事業内容： ソフトウェア開発サービス 

情報処理サービス 

アウトソーシングサービス 

システム機器販売 

URL：http://www.ist-software.co.jp/ 

mitte 紹介ページ URL: http://www.ist-software.co.jp/mitte 

 

＜株式会社アイネット 会社概要＞ 

代表取締役社長 梶本 繁昌 

所在地：横浜市西区みなとみらい 3-3-1 三菱重工横浜ビル 23階 

設立：昭和 46年 4 月 22日  

資本金：3,203,992 千円 

事業内容： 情報処理サービス 

システム開発サービス 

システム機器販売 

URL：https://www.inet.co.jp/ 

 

 

【お問合せ先】 

株式会社 ISTソフトウェア URL: http://www.ist-software.co.jp 

営業本部 営業統括部 デジタルサービス課 飛彈雅人 

TEL：03-5480-6711 FAX：03-5480-6713 

E-Mail：mitte@ist-software.co.jp 

http://www.ist-software.co.jp/
http://www.ist-software.co.jp/mitte
http://www.ist-software.co.jp/mitte
https://www.inet.co.jp/
http://www.ist-software.co.jp/

