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学校法人 中村学園
代表取締役社長

荒木 淳

所在地・連絡先

本社

社団法人 雇用問題研究会
社団法人 全国ビルメンテナンス協会
社団法人 全国民営職業紹介事業協会
社団法人 東京都栄養士会

135-0047

社団法人 日本租税研究協会

東京都江東区富岡1-26-18 田崎ビル5F

社団法人 日本能率協会

TEL 03-6458-8121 FAX 03-6458-8123

東京薬業健康保険組合

E-mail wise-info@wisejp.net

株式会社 アイテック
有限会社 アドワーク
株式会社 WAVE出版

工場

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社
〒133-0056

株式会社 旺文社

東京都江戸川区南小岩3-7-6

岡常商事株式会社

TEL 03-5612-1261 FAX 03-5612-1262

株式会社 外国文献社

E-mail slip@wisejp.net

株式会社 河出書房新社
北村社会保険出版株式会社

ウェブサイト

http://www.wisejp.net/

設立年月日

1975年 4月11日

株式会社 紀伊國屋書店
株式会社 金の星社
株式会社 玄光社
株式会社 セレスポ

資本金

株式会社 筑摩書房

3000万円

チャールズ・イ・タトル出版株式会社
従業員数

中央法規出版株式会社

30名

株式会社 同友館
取引金融機関

みずほ銀行

株式会社 日経HR

三井住友銀行

日生印刷株式会社

朝日信用金庫

日本コンベンションサービス株式会社

東京東信用金庫

株式会社 日本能率協会総合研究所
日本ヴォーグ社

事業内容

株式会社 評論社

印刷物の制作

株式会社 マガジンハウス
株式会社 マッグガーデン

ウェブ、CD-ROM などのデジタルコンテンツの制作

株式会社 三菱総合研究所
株式会社 メディアハウス

データベース、
ウェブ・アプリケーション等のシステム開発

ヨシダ印刷株式会社
情報の処理・加工
所属団体

東京都印刷工業組合
社団法人 日本グラフィックサービス工業会（JaGra）
関東 I Tソフトウエア健康保険組合
東京中小企業家同友会
NPO法人 カラーユニバーサルデザイン機構

（1）

株式会社ワイズは、カラーユニバーサルデザイン機構（ CUDO ） の団体賛助会員です。
（2）

この会社案内は、カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット を用いています。
（ 1 ）http://www.cudo.jp/ （ 2 ）http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/colorset/

ワイズ WISE 会社案内
案内

私たち ワイズ は
伝えたいことを形にします

私たちの仕事のやり方

私たちは印刷物やウェブを作っています。
これは伝えたいこと
〈情報〉に形を与える仕事です。

私たちは、印刷物やウェブを作りながら、
仕事の仕組みも作っています。

書籍制作
一般書籍や学術集会抄録集を多数制作しています。図書目録・
辞典・年鑑・名簿のように、データベースからの組版も得意分野です。

編集もお引き受けしています。
制作データのXML 納品も実績があります。

ポスター・フライヤー制作

◎自動処理
データベースや CSV（カンマ区切りテキスト）
などのデータから自動的に
印刷物を制作するのは、私たちの最も得意とするところです。
データベースや Wordファイルから大量ページのHTMLを自動的に生成する
こともできます。
コストを抑えるためにPDFしか掲載していなかった文書があればご相談ください。
自動化の目的は効率だけでなく、校正の手間・回数を減らしたり、作業ミスを無くすといった
ワークフロー（仕事の流れ）
の改善にあります。

学術集会などのイベントでは、書籍・冊子のほかにもポスターやフライヤー（チラシ）
、
封筒などさまざまな印刷物が必要になります。

イベント全体で統一されたこれらの印刷物を
デザインからまとめてお引き受けしています。

ウェブ 制作
普通のウェブサイト
（ホームページ）の制作はもちろん、データベースから書き出したり、
Word などの原稿から一括変換する大量ページのウェブ制作を得意としています。
また、お客様が更新するのに適したCMS（コンテンツ管理システム）
を用いたウェブも

◎二次利用
官公庁の報告書や学術集会の抄録集、プログラムなど、同じ内容を印刷物
（冊子）
とウェブの両方に掲載したいことがよくあります。このような仕事では、
一つのデータを多方面に利用したり、制作データを二次利用したりできる
仕事の仕組みを作っています。これにより、お客様は別々に赤字を入れる
必要がなくなるなど、手間が減らせます。

お作りします。会員制サイトも作れます。

デザインからお引き受けしています。

◎進捗管理
多数の原稿・校正刷がバラバラに行き来する仕事や、多数の著者を抱える仕事

ウェブアプリケーション開発
ウェブ上で動作し、ブラウザーから操作する“ウェブアプリケーション”を
開発しています。原稿を自動収集するウェブ入稿システム、会員サイトとその

では、データベースで進捗管理をし、お客様と進捗状況を共有しながら進めます。
これにより、受け渡しに事故がないか、遅れてはいないか、どこで
止まっているかが直ちに分かります。

会員を管理するシステム、メール一斉配信システム、休暇管理システムなどです。

◎デザイン
書籍スリップ製作
印刷機を持たず、
プリプレス
（印刷前工程）
に特化しているワイズですが、書籍用スリップだけは

自動組版で作られたものはデザインが軽視されがちですが、私たちはデザインにも
こだわります。自動化のためにデザインを犠牲にせざるを得なかったのは昔の話です。

専用の製造ラインを持っています。低価格、迅速対応で、好評をいただいています。

電子書籍制作

デザイン

◎まるごと
講座・セミナーのお仕事では、印刷物はもちろん、必要とあれば参加登録受付

書籍組版データやPDFから、
書
さまざまなリーダー、アプリケーションに

事務の代行までお引き受けしています。ウェブによる参加登録も可能です。

合
合わせ
合わせて、電子書籍
（e-book）
を制作します。

可能な限りお客様の業務を包括的に支援するのが私たち“ワイズ”の姿勢です。

印刷物もウェブも、伝えたいことを効果的に伝えるためには、デザインが重要です。
印刷物
印
視
視覚的
視覚的な美しさはもちろん、伝えたいことの中身に即した見せ方を心がけています。
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株式会社

ワイズ
一般社団法人 雇用問題研究会
一般社団法人 日本心エコー図学会
一般社団法人 日本神経学会
一般社団法人 日本心臓病学会

〒133-0056

東京都江戸川区南小岩3-7-6 あらきビル 1F

TEL 03-6458-8121 FAX 03-6458-8123

公益社団法人 東京都栄養士会
公益財団法人 日本博物館協会
独立行政法人 国際協力機構（JICA）

書籍スリップ

国立大学法人 東京工業大学
公立大学法人 横浜市立大学
学校法人 慶應義塾大学
学校法人 日本大学
学校法人 中村学園
東京薬業健康保険組合
アポロメディカルホールディングス株式会社
伊藤鉄工株式会社
株式会社 WAVE出版

23名

エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社
エヌ・ティ・ティ出版株式会社
株式会社 旺文社
岡常商事株式会社
株式会社 河出書房新社
株式会社 紀伊國屋書店
株式会社 スリーエーネットワーク
株式会社 筑摩書房
株式会社 中外医学社
中央法規出版株式会社
株式会社 同友館
株式会社 日経HR
株式会社 日経BP社
株式会社 日本経済新聞社
株式会社 日本ヴォーグ社
日本コンベンションサービス株式会社
株式会社 日本能率協会総合研究所
株式会社 日本法令
株式会社 マガジンハウス
株式会社 マール社
三菱電機株式会社
株式会社 メディカルトリビューン

日本印刷個人情報
保護体制認定制度
第JP130136(3)号

（1）

株式会社ワイズは、カラーユニバーサルデザイン機構（ CUDO ） の団体賛助会員です。
（2）

この会社案内は、カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット を用いています。
（ 1 ）http://www.cudo.jp/ （ 2 ）http://jfly.iam.u-tokyo.ac.jp/colorset/

ェブと
ウ
印刷メディア
情報技術が結 ぶ

ワイズ WISE 会社案内

