
株式会社ファーストビジョン  制作事例
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調査分析
戦略企画・立案

コンサルティング
ソリューション

クリエイティブ 制作・実行

企業ブランディング・採用ブランディング全体のコンサルティングから
クリエイティブサービスまでをワンストップでご提供していきます。

課題を解決するために高度で本質的な
コミュニケーションを提供します。

設立 2011年3月
資本金 990万円
代表者 代表取締役社長 小川　幹

所在地 〒330-0062　埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目12-1 カタヤマビル8F 

TEL　048-610-8088　　FAX　048-815-6111

関連会社 株式会社インター・アート・コミッティーズ

事業内容

会社概要

企業ブランディングサービス 組織人事コンサルティングサービス

社内外に向けたコミュニケーション設計により
「伝わるカタチ」を届けます。

事業戦略に則った組織制度の設計と運用方針の策定により、
企業全体の組織的能力の向上を図ります。

● コーポレートWEBサイトの企画運営 　● 各種企業広報ツールの制作
● インターナルプロモーション施策の実施（CI、組織活性化プロモーション）

● 導入研修、新人研修　● 目的別・階層別研修
● 各種制度設計（人事、評価、組織、教育）

採用ブランディングサービス 人材採用ブランディングサービス

本質的な採用コミュニケーションの空間を設計します。 適材採用の成功に向けて採用活動を
トータルにサポートします。● 採用広報戦略立案 ● 各種採用広報ツール制作（印刷物、HP、映像ほか）

● 採用プロセス設計 ● 各種イベント企画（セミナー、説明会、インターンシップほか）

● 各種調査企画（市場調査、学生意識調査、内定辞退者調査ほか）
● 採用コンピテンシー（求める人材像）設計　● リクルーター教育
● 面接プロセス設計 ● 面接官教育　● 内定者教育



Solution & Service
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新卒女性営業職向け
若手メンバーが中心のフレッシュで活気あふれる職場で
仲間とともに活躍している姿を訴求。

アフターサービス職
営業職ではないという仕事イメージをストレートに表現。
仕事の魅力を多面的に展開。

中途女性営業職向け
営業職という仕事への関心を換気させるツール。

■入社案内 ■入社案内■採用サイト

富国生命保険相互会社
女性向けであっても事務職と営業職、また同じ営業職でも新卒と中途採用など
多種多様なターゲットに向けて訴求力の高い企画を提案します。

■入社案内 ■採用サイト



Solution & Service
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WEBサイトのデザイン・コーディング、製品ブローシャーのDTPなど、
多様なメディアの制作を通して、B to B、B to Cの活性化に貢献いたします。

編集・デザイン/レイアウト・コーディングを一貫して行うことで、
スピーディなレスポンスと良質なコストパフォーマンスを実現します。

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
多様な言語・メディアでの展開。WEBサイト、スマートフォン、DTPなど
多様なメディアの制作を最適な制作体制とコストパフォーマンスにて提供します。

アジア向け国別サイト 製品ブローシャー 診療科サイト（会員制）



Solution & Service

8 9

合宿免許ポータルサイト、カタログ
大規模かつ複雑なWEBサイトを構築、またカタログ制作も行っています。
それぞれのコンセプト・ターゲットに合わせたデザインで制作しています。

■約3,260ファイル ■https://www.mentoro.jp/
　約1,800ファイル

■カタログ 5エリア
　合計総ページ112ページ

■https://carvisit.0101.co.jp/
　約660ファイル

■https://mentoru.jp/
　約3,100ファイル

■https://menkyo-mucho.jp/
　約2,400ファイル

■カタログ 1エリア
　合計総ページ36ページ

■カタログ 1エリア
　合計総ページ36ページ

■https://menkyo-click.com/ 
　約2,500ファイル

■カタログ 十文字学園女子大学
　合計総ページ36ページ

■カタログ 5エリア
　合計総ページ116ページ

■https://yellowhat-menkyo.com
　約1,800ファイル

合宿免許ポータルサイト 合宿免許WAO!!(ファミリーマート）

エポスカードの合宿免許 イエローハットの合宿免許 合宿免許ムーチョ！

めんとるステーション 合宿免許くりっく╳コンパスナビ



Solution & Service
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教習所関連
合宿免許で培ったノウハウをコンテンツ等に活かしつつ、WEBサイトを構築。
また自動車教習所指導員への興味喚起パンフや販促グッズなども作成しています。

指定自動車教習所指導員斡旋パンフレット
■オフィシャルサイト ■パンフレット■オフィシャルサイト■オフィシャルサイト

IACドライビングスクール
■教本 ■駅看板 ■のぼり■トートバッグ

あたご自動車学校 みゆき学園 ナカムラ自動車学校 みゆき学園 けいゆう自動車学校 めんとるステーション つくば　販促グッズ

BUS STOPPARKING

produced by

produced by

produced by

produced by

■サイン・ディスプレイ ■Tシャツ

BUS STOPPARKING



WEB Media
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WEBメディア

■新卒採用サイト ■製品紹介サイト

埼玉住宅工事安全協議会
■オフィシャルサイト/採用サイト ■オフィシャルサイト

■オフィシャルサイト

株式会社ヨコオ フコク情報システム株式会社 公益社団法人
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会



Print Media
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印刷媒体

三菱地所プロパティマネジメント株式会社
■入社案内

■情報誌

アライドテレシスホールディングス株式会社
■セミナーツール

■入社案内

三菱地所コミュニティ株式会社
■入社案内

学生から新入社員となった主人公に、ナビゲーターは
人事採用チームや先輩社員。実際の社員も登場。

一般社団法人青少年自助自立支援機構
（コンパスナビ）

株式会社ロック・フィールド
■入社案内サブパンフレット

■入社案内



Print Media
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印刷媒体

株式会社ヨコオ
■会社案内

ポラテック株式会社
■事業部カタログ■MDカタログ（英語版）

富士オートメーション株式会社日本音響エンジニアリング株式会社
■会社案内■会社案内 ■製品カタログ

1997年〜現在まで続く会社案内

株式会社ローソンストア１００
■入社セミナー配布ツール

■入社案内



Print Media
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印刷媒体

株式会社サンルート 赤十字国際委員会（ICRC）駐日事務所

ルアール東郷 株式会社フォトクリエイト

シーメンス・ジャパン株式会社
■入社案内 ■リクルートパンフ

学校法人立正大学学園
■立正大学の百四十年（開校140周年記念誌）

■ご案内パンフレット ■グロリアーレ（結婚式写真サイト）

学校法人文教大学学園
■文教大学学園創立90周年記念事業基金ご案内

■入社案内ダイジェスト版

■入社案内

大樹生命（旧三井生命）保険株式会社　東京プラネット
■入社案内
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映像コンテンツ 調査/セミナー/レポート
文書や写真では伝わりづらい内容も、映像コンテンツであればより強く印象付けることができます。
インパクトのある会社説明会で他社との差別化を図ります。

ファーストビジョンでは本質的な組織人事課題を解決するために
各種調査及びセミナーを開催しています。

株式会社アーネストワン 組織人事レポート 教育・研修

■会社説明会DVD（約20分）

［レポート配信実績］
●経営・人事部の管理職のキャリアに関する調査報告
●新任採用担当者向けレポート
●学生セッション／インタビュー総括報告書
●採用マーケットレポート

［主な実績（提携会社実績含む)］
●入社前内定者研修（会社案内企画・グループワークなど）
●新入社員研修（会社理解・キャリア形成動機づけなど）
●リクルータ・採用選考面接官・アセッサー研修
●管理職・評価者研修
●目標管理導入・定着化研修
●キャリア形成支援研修
●企画・提案・プレゼンテーション研修

戸建営業、マンション営業、施工管理および品質管理の主要職種について、

先輩社員の仕事ぶりやインタビューを紹介。

会社説明会では、各職種の説明にあわせてご使用いただき、現場の体験感を与えながら、

社員の言葉・活動を通して仕事理解促進のサポートをしています。

企業の、組織人材マネジメントへの取り組みに焦点をあてて、

現状の成功例や課題について、さまざまな切り口で分析していきます。

内定者から管理職まで、能力開発やモチベーションアップ・リテンションなど、

教育研修目的や実施条件に応じて、最適な各種教育・研修施策を企画・実施いたします。

また、能力開発体系の整備やキャリア開発に向けたカウンセリングなど、

人材育成全般における各種支援も行っています。

セミナー開催

［セミナー実績］
●採用活動の最新トレンドと採用活動を成功させるための10のポイント
●採用トレンドと採用を成功させるためのヒント
●採用活動の変遷と採用戦略について

組織人事における旬なテーマを題材にしたセミナーを開催しています。

また、ご要望にあわせて講演の依頼も承っております。

学生モニター調査
当社指定の学生モニターを対象に、企業イメージ調査、

内定辞退調査など、様々な調査を実施することができます。

2011年7月から累計30社の実績があります。

組織人事レポート

セミナー開催模様

Research/Seminar/Report






