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地域の変化のチカラとなる
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株式会社アイムービック
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〒790-0011 
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設⽴年⽉⽇
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認定

⼈材派遣事業（派 38-300268） 

⼈材紹介事業（38-ユ-300143）

資本⾦

従業員

認証

事業許可番号

2,000万円

43名 パートアルバイト含む

ISQ27001:2014(ISO/IEC27001:ZO13) 

※松⼭オフィスのみ

AWS（Amazon Web Services）セレクトティアサービス

代表者

代表取締役 森本 健⼀郎 

取締役 森本 美智⼦ 

執⾏役員 阿部 幸雄



AWS導⼊・構築

サーバー運⽤保守・代⾏

Webサイト・システム開発・保守

セキュリティ対策

ECサイト開発・運⽤⽀援

新規性の⾼いWebサービス開発やスケ

ール性を必要とするシステム構築な

ど、グローバルを展望するお客様のIT

開発パートナーとして開発⼒とお客様

のビジネス機会を共に創る姿勢が評価

されています。

SERVICE



Web・モバイル・システム開発・保守を中⼼に、 

関連する事業領域まで幅広くワンストップで対応可能です。

Web・モバイル・ 

システム開発・保守

セキュリティ 

対策

サーバー 

運⽤保守 

代⾏
IoT

AI

データ 

分析

マーケティング

AWS構築

DX⼈材育成 EC

アイムービックの特徴 01



ディレクション、デザイン、フロントエンド、バックエンド、保守運⽤の各専⾨スタッフ、 

オフショア開発チームが連携し、プロジェクトの性質に合わせて柔軟に組み合わせができます。

アイムービックの特徴 02

開発リソース

デザイナー：5 名

ディレクター：5名

フロントエンドエンジニア：12名

サポートエンジニア（フロントエンドエンジニア）：6名

システムエンジニア：13名

総務：2 名

オフショア開発チーム：13名

SAIGON TECH COMPANY LIMITED

企画・戦略策定

デザイン 
開発

フロントエンド 
開発

バックエンド 
開発

保守 
運⽤



AWS導⼊・構築



AWS 認定ソリューションアーキテクト有資格者在籍

⾃社のシステム開発に 

AWSの活⽤を
ビジネスパートナーとして、ご相談から導⼊、セキュリティー対策まで、 

AWSを活⽤したサービス構築をトータルでサポート

導⼊コンサルティング

構築テスト

要件定義・設計

セキュリティ対策

AWS導⼊・構築 



AWS導⼊・構築 

開発への取り組み

構築・導⼊のサポートはAWS認定 

ソリューションアーキテクト有資格者が対応

クラウドツールを活⽤し 

四国を拠点とした全国のお客さまとの取引実績あり

ミニマムな構成からスタートすることでコストを 

最⼩化。ビジネスの成⻑に合わせて柔軟に対応！

サーバー構築だけでなくWeb制作、システム開発、 

保守までをワンストップでご対応可能！
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AWS導⼊・構築 

ご依頼内容

対応内容

AWSへサーバー移設

AWS実費計算

概算⾒積

WordPressへの攻撃を受け改ざんが発⽣。別サーバーへの移⾏を検討 

現状は⼤⼿レンタルサーバーのVPSプラン
事例紹介 1

AWSに移設

サーバー初期設定

サーバー保守

海外IPを弾く、アクセス制限、その他セキュリティ対策を実施

Yumアップデート

構成：1台構成 

障害対応：有⼈監視⼀次対応の 

再起動実施

ブロンズプラン：24時間×365⽇監視 

及び⼀次対応：３万円 

その他：エンジニア実施が必要な対応：実費



AWS導⼊・構築 

ご依頼と対応のイメージ

依頼内容：⾃社WEBサイトの現在のPHPバージョンが5.6と古いため、7.4へのバージョンアップを検討したい

検証⽤サーバの構築 

のみ依頼した場合

ワードプレスのバージョン 

アップのみ依頼した場合

検証⽤サーバの構築 

サーバのPHPバージョン修正 

を依頼した場合

検証⽤サーバの構築 

バージョン修正 

サイト上の不具合修正まで 

依頼した場合

※既存アプリケーションが動作しない可能性もあり

AWS上にPHP7.4が動作するサーバー構築、移設

※既存アプリケーションのフレームワークが古い場合は動作しないか、脆弱性が残る場合があります。

AWS上にPHP7.4が動作するサーバー構築、移設

プログラム⾃体のPHP7.4対応

※運⽤コスト、負荷対策などに課題が残ります

AWS上にPHP7.4が動作するサーバー構築、移設

プログラム⾃体のPHP7.4対応

フレームワークのバージョンアップ（別フレームワーク移⾏）

AWS上にPHP7.4が動作するサーバー構築、移設

プログラム⾃体のPHP7.4対応

クラウド最適化（負荷対策、セキュリティ対策、コスト最適化）

フレームワークのバージョンアップ（別フレームワーク移⾏）

クラウド最適化（コンテナ化、負荷対策、セキュリティ対策、コスト最適化）



Webサイト・システム開発・保守



開発エンジニア サポートエンジニア

フロントエンド、バックエン

ドエンジニアを中⼼にクラウ

ド環境での開発を⾏います。

開発補助、運⽤など、きめ

細やかなサポートを実現す

るための業務を⾏います。

開発実績500案件以上 Web開発ならお任せください

お客様の「嬉しい」を想像して、 

ワンストップの徹底サポート！
まずはお客様の課題をお聞かせください 

ディレクター、デザイナー、エンジニアの各分野において専⾨スタッフが対応。 

必要に応じてサポートするので安⼼！

ディレクター 
UIデザイナー

Webサイト・システム開発・保守

開発プロダクトにデザイン

思考を取り⼊れユーザー体

験を⾼めます。



Webサイト・システム開発・保守

私たちが開発で最も⼤切にすること

ユーザー指向のデザインプロセス

アジャイル開発を採⽤

結果を出す仕組み
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ユーザーが求めていることは何か、どのようにニーズに応えるべきか、運⽤時に起こりう 

る問題点はないかなどを考えながらデザインすることで、より良いUI/UXデザインを⽬指します。

少ない⼈数で効率化志向。 

無駄な機能を実装せず、改修を前提とした開発でメンテナンスの効率化を図っています。

アイムービックはワンストップ体制。 

開発と運⽤が分離していないので、初期の開発時の課題と運⽤のズレなく、成果達成に向けて改善の 

仕組みを構築することが可能です。



Webサイト・システム開発・保守

ご相談内容 

1000ページ以上に渡る⼤規模Webサイトのリニューアルと運⽤サポート事例紹介 1

既存サイトの形式になり10年ほど経過。コンテンツを整理したい。

セキュリティ体制を改善するため、WebサーバとCMSサーバを分けた構成に

スマートフォン対応し、SEOにも考慮した構成に

デザインリニューアルとコンテンツ内容も⼀部再検討し、 

事業拡⼤のためのアクセスアップのためコンテンツの⾒直しも⾏う

対応内容

プロジェクト管理ツール(バックログ)で情報共有し、プロジェクトを進⾏

サイトリニューアルに伴う⼤量のコンテンツ移⾏やURL変更対応

アクセス解析の管理状況整理

リニューアル後

コンテンツ拡充した事業部コンテンツへのアクセスが増加

サイト更新・運⽤のサポート継続

デジタルマーケティングツールの導⼊サポートなどの作業的なサポート継続



Webサイト・システム開発・保守

ご相談内容 

サーバ等のインフラ・CMSやシステムなど全体を管理する企業や、紙媒体系のクリエイティブ担当 

している企業とチーム体制を組み、適宜発⽣するコンテンツ制作に関するデザイン対応を⾏う会社を 

探している

対応内容

Webサイトのアクセスレポート等の作成業務の改善提案

随時発⽣するコンテンツやキャンペーンに関連するデザイン制作

イベントやキャンペーンなどのライティング対応

Web運⽤保守に関するディレクション対応

全国に店舗展開するエステサロン企業のWebサイト運⽤事例紹介 2



サーバー運⽤保守・代⾏



サーバーの監視・運⽤はお任せください

運⽤監視、障害復旧対応を 

24時間365⽇の体制でサポート！
インフラ運⽤を全て任せてお客様は本来の業務に専念していただけます！

24時間365⽇の監視体制 障害復旧対応

サーバー運⽤保守・代⾏

独⾃の⾃動監視システムで、サーバー・ネット

ワークの障害を24時間365⽇監視。また、エン

ジニアが24時間常駐し、サーバーの正常な稼働

を管理・サポートします。

監視システムがお客様サーバーの性能低下や機

能停⽌などの異常を検知すると、エンジニアが

速やかに調査・復旧作業を開始し、サービス停

⽌リスクを⼤幅に低減します。



サーバー運⽤保守・代⾏

運⽤⽀援プラン

運⽤⽀援サービス

ブロンズプランプラン名 ゴールドプラン

サービス復旧までの⼀次対応※1 

セキュリティ対応

24時間死活監視

OS再インストール

Yumによるオープンソースパッケージ（本体）及び 

アプリケーションソフトのインストール代⾏

※内容により対応が⾏えない場合もございます。

※1 サービス復旧までの⼀次対応仕様 

各サービスの稼働状況を監視します。障害検知時には、ご登録メールアドレス宛にアラートメールが送信されます。アラートメールの送信と共に、弊社の技術担当 

者による弊社⼀次対応⼿順に従った状況確認及びサービス再起動を実施いたします。サービス再起動による状況の改善が⾒込めない場合には、OS再起動により復 

旧作業を⾏います。 万が⼀、⼀次対応⼿順による復旧が不可能な場合、またはその他不測のトラブルが発⽣している場合は、状況をご連絡の上、対応を⾏います。

その他サーバ設定代⾏



セキュリティ対策



システムの脆弱性をツールと⼿動を組み合わせて診断

効果的で早期の脆弱性排除を実現し 

進化し続ける今後の脅威に対応！
脆弱性診断、Webサイト改ざん検知、WAF、SSLなどのセキュリティに関するサービスをご提供します

取扱セキュリティ対策

セキュリティ対策

WAF Web改ざん検知SSL



セキュリティ対策

脆弱性診断について

問題個所の特定は、早期の脆弱性排除につながります。診断結果に応じたシステム・環境の改修も実施いたします。 

また外部診断サービスとも連携し、お客様のセキュリティポリシーに準じた開発を⾏うことも可能です。

標準施策

SQLインジェクション

ディレクトリ・トラバーサル

HTTPヘッダー・インジェクション

OSコマンド・インジェクション

クロスサイトスクリプティング

セッション・ハイジャック

クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)

Email ヘッダー・インジェクション OSコマンド



ECサイト開発・運⽤⽀援



Shopify ✕ システム開発 ✕ アプリ開発でEC事業の課題を解決！

あなたのECビジネス事業を 

もっと⼤きく、もっと効率的に
ECサイトの企画〜構築〜その後の運⽤保守までをワンストップで対応いたします。 

⻑年クラウドシステム開発や業務アプリ開発を続けてきたアイムービックだからこそ 

結果に繋がるShopifyでのオリジナル構築が実現可能です！

ECサイト開発・運⽤⽀援



ECサイト開発・運⽤⽀援

SNSの活⽤など、販売戦略を⽴てたい。 Shopifyと基幹システムを連携したい。

広告運⽤を任せたい。
Shopifyシステムやアプリ開発に強い会社を 

探している。

運⽤の効率化を図りたい。 ECサイトシステムのリプレイスを検討中。

で課題を解決！



ECサイト開発・運⽤⽀援

お客様のご要望に合わせて、最適なシステムをご提案いたします。



お気軽にお問い合わせください

www.eyemovic.com

⼈とテクノロジーで、地域の変化のチカラになる。


