


実施タスク

アウトプットイメージ

実 績 課題

ワークショップ結果 サービス企画書

サービス説明資料 受容性評価進行シート

ストック型サービスを提供したいとのビジネス的な目的で、新規サービス創出活動を開始されましたが、社内にノウハ

ウがなく、どのように進めればよいか悩まれている状況でした。

> ビジネス要求整理 アイデア出しワークショップ

>  アイデアの整理・決定 >  サービス企画 >  サービス説明資料作成

>  受容性評価準備

ワークショップ設計 > 

現行の顧客を対象とした新規サービス創出活動において、

アイディエーション、サービス企画、およびプロジェクト推進を

ご支援しました。
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実施タスク

アウトプットイメージ

実 績 課題

UIデザイン アプリケーションロゴ

ワークショップ 継続したサービス支援

1989年に導入されたオンラインメンテナンス ®は、長年にかけて機能を追加してきましたが、ソフトウェア開発側

は現場でどのように利用されているか、十分な現状把握ができていない状況での制作をしていたため、ユーザー

にとってどんなシステムがいいか判断がつかない状況でした。

> 行動観察 ペルソナ >  ユーザーフロー(AsIs）

>  方針策定ワークショップ >  提供価値整理 >  ユーザーフロー（ToBe）

>  デザイン

インタビュー > 

>  ロゴ作成 >  開発

「オンラインメンテナンス ®」アプリのリニューアルに向けて

「UXデザイン」のための調査、分析、方針策定を行いまし

た。
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実施タスク

アウトプットイメージ

実 績 課題

ワークショップ分析 ペルソナ

コンセプトダイアグラム 改善課題リスト

サイトオープンを急いだことにより、関係者間でゴールイメージを共有する時間が ほとんど持てなかった。今後展

開していくべき施策について、拠り所となるものが なかったため、改めて運営方針を一から整理する必要があると

感じていた。

> インタビュー オンラインアンケート >  ゴール再定義ワークショップ

>  ペルソナ作成 >  カスタマージャーニーマップ >  コンセプト再定義

>  改善課題リスト作成

アクセス解析 > 

>  KPI設計 >  クリエイティブ提案

ふるさと納税事業における「ブランディング」「サービスコンセ

プト」「UX」の改善のための調査、分析、計画の立案 を行い

ました。
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実施タスク

アウトプットイメージ

実 績 課題

ワークショップ分析 ペルソナ

ユーザビリティテスト

教材に対する知見はあったものの、従来の学年進度にあわせたカリキュラムではなく、学年の枠を超えて自発的

に取り組んでもらうことを考えていたため、自分のペースでタブレットだけでカリキュラムを進めていけるかという検

証を行う必要があった。

> インタビュー

>  UI設計

>  ユーザビリティテスト（課題抽出）

方針策定ワークショップ >  ペルソナ作成 >  利用シナリオ作成

>  ヒューリスティック評価 >  アプリデザイン >  開発

>  ユーザビリティテスト（改善効果検証）

学習サポートを目的とした新規サービス「デジサプリ」の「UX

デザイン」のための調査、分析、方針策定、ユーザー検証を

行いました。
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実施タスク

アウトプットイメージ

実 績 課題

6

ファイナンスアプリのリニューアルに 向 けて、「UXデザイン」

のための調査、分析、方針策定を行いました。
競合ベンチマーク インタビュー

ヒューリスティック評価 ワークショップ分析

Webサイトとアプリの役割が不明確であり、それぞれ提供価値を明確にする必要があったが、ユーザーの実態や

現状のサービスも分析できていなかったため、何を基準にどのように仕様を構築していけば良いのか判断ができ

ない状態であった。

> 競合サービスベンチマーク インタビュー >  ヒューリスティック評価

>  方針策定ワークショップ >  ペルソナ作成 >  カスタマージャーニーマップ作成

>  利用シナリオ作成 >  戦略立案 >  アプリデザイン >  開発



実 績 その他

ノベル・マンガアプリユーザー調査・分析

リリース直後のアプリにおいて、今後の施策検討の方針として満足度向上の課題抽出アンケートを実施。「UX」という曖昧な概念を指

標化し、ユーザーの満足度にどう影響するのかを分析しました。

その他

> アンケート作成 ユーザーリサーチ >  集計・分析 >  レポート作成

アプリ、サイトリニューアルプロジェクト

それまで提供していたアプリの問題点を明確化し、クレジットカードアプリとしてユーザーが求めるものを整理した上で、より体験を高め

るために必要な機能やコンテンツの企画、デザイン、開発をフェンリルで行いました。アプリだけでなく、東急カードのサービスサイトの

リニューアルデザインもフェンリルで手掛けました。

> 課題分析 コンテンツ企画 >  アプリ / サイトデザイン >  開発

実施タスク

実施タスク
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AI分析で発見する新しい賃貸・分譲マンションのAI検索サイトにおいて、専門家におけるユーザビリティの分析を行い、改善方針の施

策につなげました。

物件探しサイト UI改善コンサルティング

ヒューリスティック評価

実施タスク



実 績 その他

空き家を活用した小さい子供を持つママ向けの共創スペースの企画をゼロイチで行いました。

数度のインタビューやワークショップを通じ、ペルソナの策定やカスタマージャーニーマップの作成から、

ビジネスモデルなどサービスのグランドデザインまでを行いました。

サービスデザインプロジェクト
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> ユーザー調査 ワークショップ >  企画 >  コンセプト受容評価 >  グランドデザイン

アプリUX改善プロジェクト

阪急電鉄のコーポレートサイトリニューアルのためのUXデザインを実施しました。より顧 客視点でのサイト構築を行うため、ユーザー

インタビューや顧客接点の多いスタッフを交 えたワークショップなどを経て、代表画面のUI設計をフェンリル で行いました。

> インタビュー アクセス解析 >  ワークショップ >  UI設計 >  改善検討リスト作成

実施タスク

実施タスク

アプリUX改善プロジェクト

無数のアプリが個別最適で作られており、ブランドとしての一貫性がありませんでした。

そこで、それらのアプリの一貫性を高めPanasonicブランドとして統一されたアプリ群を提供するため、

フェンリルが参画しました。

> ヒューリスティック評価 UX改善提案 >  デザインガイドライン作成 >  研修実施

実施タスク



実 績 その他

クレジットカードアプリ開発プロジェクト

利用明細を簡単に閲覧できるアプリ開発において、主要機能以外に毎日使ってもらえるタッチポイントを検討。コンセプト策定、オリジ

ナルキャラクターとそれを用いたゲームを企画・提案を実施し、プロトタイプで受容性を確認しつつ改善を繰り返し、デザイン、開発まで

を一貫して行いました。
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某クレジットカード

会社
>  利用シナリオ作成 >  コンセプト策定

>  受容性評価・ユーザビリティテスト >  デザイン >  開発

>  企画戦略立案

プロトタイプ > 

> インタビュー ペルソナ

郊外型MaaSプロジェクトにおけるアプリのコンセプト設計を行いました。

オンラインアンケートやビジネスゴール策定ワークショップなどを通じて、全く新しいMaaSアプリのコンセプトに落とし込みました。ビジ

ネスモデルやロードマップ策定も行っています。某通信会社

サービスデザインプロジェクト

> アンケート > ワークショップ > コンセプト設計 戦略立案 >  アプリデザイン 開発> 
実施タスク

実施タスク

アプリ開発プロジェクト

自社プロダクトのリニューアルプロジェクトにおいて、コンセプト策定、デザイン、開発を担当しました。

インタビューと行動観察を通じて得た課題をもとに、ターゲットとコンセプトを見直しました。

ユーザーにベータ版を使ってもらい、フィードバックを取り入れながらプロジェクトを進めました。

> インタビュー コンセプト策定 >  プロトタイプ >  ユーザビリティテスト >  開発

実施タスク



実 績 その他

サイトコンセプト設計プロジェクト

新規参入する海外市場向けのフォントのマーケットプレイスサイトのコンセプト設計を行いました。ヒューリスティック評価、競合調査を

通じ、サービスの提供価値を明らかにし、それを具体的なコピーとサイトデザインに落とし込みました。

1
0

某フォントメーカー

> ヒューリスティック評価 競合調査 >  コンセプト設計 >  グランドデザイン提案

会員向けアプリデザインプロジェクト

インタビュー、ワークショップで価値を抽出して、それに対してアプリ機能を提案。

メインユーザ層へ新しい価値を提供するため、プロトタイプを用いコンセプトを策定しました。某小売・流通会社

> インタビュー ペルソナ カスタマージャーニーマップ>  改善方針策定 > 

デザイン >  開発

>  ユーザーシナリオ

>  コンセプト策定 >  機能一覧 >  ユーザーフロー >  プロトタイプ > 

実施タスク

実施タスク

会員向け情報配信アプリデザインプロジェクト

某ゲーム会社

新規アプリの開発に向けて、様々な可能性を検討するためにワークショップを取り入れながらスプリント的に企画、設計を行いました。

> 資料調査 インタビュー >  ペルソナ> 方針策定ワークショップ

>  ユーザーフロー >  デザイン >  開発

>  提供価値整理

実施タスク



実 績 その他

テレビ番組ポータルサイトデザインプロジェクト

既存サイトのリニューアルに向けて、ユーザーのテレビとの関わり方を調査し、既存サイトのユーザビリティ分析を行いました。それら

の結果を踏まえ、ワークショップにてターゲットユーザーや利用シナリオを明確にし、コンセプト策定を行いました。
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某放送局

> インタビュー ヒューリスティック評価 >  方針策定ワークショップ >  ペルソナ

>  カスタマージャーニーマップ作成 >  利用シナリオ作成 >  コンセプト策定 >  デザイン

歯科用ユニットコンセプト策定

操作部のタッチパネル化を検討するにあたり、安全性と快適性を担保する必要があり、実際の医療現場を観察し、歯科医にインタ

ビューを行い、医療現場で求められることを整理しました。また、競合他社の分析も行い、

タッチパネル化に向けた方針を策定しました。某医療用機器製造会社

> 行動観察 インタビュー >  競合調査 >  コンセプト策定

実施タスク

実施タスク

メンテナンス員向け機器管理システム開発プロジェクト

システムが古く、操作性の課題も散見されていたため、インタビュー、アンケートにより利用状況をを踏まえ、要件を整理しました開発を

行いました。

某産業機器製造会社

> 行動観察 インタビュー >  ペルソナ >  ユーザーフロー(AsIs) >  方針策定ワークショップ

>  提供価値整理 >  ユーザーフロー（ToBe） >  デザイン >  開発

実施タスク



実 績 その他

Webフィルタリングシステムデザインプロジェクト

既存サービスのユーザビリティやユニバーサルデザインの課題を整理し、新規デザインを行いました。

また、既存のサービスイメージの陳腐化を改善すべく、ブランディングやサービスロゴの一新を提案し、メインのサービスだけでなく関

連サービスロゴのリニューアルを実施しました。
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某情報セキュリティ

サービス開発会社

> ヒューリスティック評価 ユニバーサルデザイン診断 >  改善方針策定 >  デザイン >  ブランディング提案

実施タスク

新卒向け就職支援アプリデザインプロジェクト

某総合人材サービス会社

既存サービスのアプリ化に向けて、ユーザーの利用状況と既存サービス分析し、コンセプト策定を行いました。ユーザビリティテストも

実施し、デザインをブラッシュアップしました。

>  > > インタビュー ヒューリスティック評価 方針策定ワークショップ ペルソナ

>  カスタマージャーニーマップ作成 >  利用シナリオ作成 >  コンセプト策定 >  デザイン >  プロトタイプ

>  ユーザビリティテスト >  デザイン

実施タスク


