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AWS を活用した新サービスの基盤構築・運用業務の受託について9

9
当社 100％子会社である TOKAI コミュニケーションズ（以下9 TOKAI9COM）が、愛知県を中心にフ

ォトスタジオを展開する株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山正喜）より提

供される、クラウド型写真共有サービス*1のシステム基盤の構築・運用業務を受託したことを別添の通り

お知らせいたします。9

9

TOKAI9COM はアマゾン9ウェブ9サービス(以下9 AWS*2)において、AWS9Partner9Network（APN）ア

ドバンスドコンサルティングパートナーとして多数の導入実績を有し、AWS を基盤とするシステムの設

計・構築から、接続回線、サーバ監視・運用までをワンストップで提供することが可能です。9

本件はそのノウハウを活かした事例であり、今後もお客様のビジネス推進に貢献する多角的な ICT ソ

リューションの提案・提供をしてまいります。9

9

以 上9

9

*19サービス名「TURTLE9BOX」：フォトスタジオで撮影した写真を、専用スマホアプリで閲覧・共有できるサービス。詳

細については別添の資料を参照ください。9

*29アマゾン9ウェブ9サービス9

Amazon9 Web9 Services,9 Inc.が提供するクラウドサービスで、コンピューティング、ストレージ、データベース、分析、

アプリケーションといった多種多様なサービスがグローバルに提供されています。9

9

アマゾン9ウェブ9サービス、Amazon9Web9Services、AWSは、米国その他の諸国における、Amazon.com,inc.またはその

連会社の商標です。9
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4社協業による新写真共有アプリサービス「TURTLE BOX」の開始について 

～ お手持ちのスマートフォンで、フォトスタジオで撮影した写真の閲覧・装飾・共有を実現！ ～ 

 

 

 株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山正喜、以下 タートル）、豊田ハイ

システム株式会社（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長：古池正裕、以下 THS）、株式会社 DRAGON 

AGENCY（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：飯田真資、以下 DRAGON AGENCY）、株式会

社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：鴇田勝彦  、以下 

TOKAICOM）は、4 社で協業して、タートルのフォトスタジオで撮影していただいたお客様の写真を

専用のスマートフォンアプリで閲覧・共有できる新たな写真共有アプリサービス「TURTLE BOX」を、

平成 29年 5月 8日より開始いたします。 

 

 本サービスの基盤には、堅牢性、豊富なサービスと APIを有する「アマゾン ウェブ サービス（以下 

AWS）」を採用いたしました。AWSを採用することで、比較的少ないコーディングでの機能実装が可能

となりました。さらに、サーバレスアーキテクチャを活用することで、柔軟で拡張性の高いシステムの

構築を短期間で行うとともに、お客様の利便性に優れた写真共有アプリサービスを実現しました。加え

て本サービスでは、今後お客様が本スマートフォンアプリから写真データの購入が行えるような機能を

追加する等、順次サービス内容の拡充を進めることで、5 年間で約 10 万人のお客様のご利用を目指し

てまいります。 

 

 4 社は、各社が保有する技術・ノウハウを結集してお客様に快適なサービスの提供を継続するととも

に、今後も引き続き、タートルの経営理念である、お客様が「喜びと感動の共有」をできるようなサー

ビスの企画・開発・提供を行ってまいります。 

 

 

ログイン画面イメージ 写真メニュー画面イメージ 装飾選択画面イメージ 装飾後の写真画面イメージ 

    

※ 掲載されている画像は開発中画面のイメージです。実際の画面とは異なる可能性がございます。 



記 

 

１．サービス概要 

（１）名称 ：写真共有アプリサービス「TURTLE BOX」 

（２）特長 ：①専用のスマートフォンアプリから、簡単操作で利用可能 

       ②タートルのフォトスタジオで撮影した写真・フォトムービーの閲覧が可能 

       ③お気に入りの写真の装飾（フレーム等）や、SNSへの投稿・共有が可能 

       ④アプリからも撮影のWEB予約が可能に 

       ⑤アプリ内で写真データ購入も可能に（今回未対応、今後提供予定） 

（３）価格 ：専用スマートフォンアプリは無料です。  

        ※ 端末およびデータ通信に係る費用はお客様負担となります。 

        ※ 今後提供予定の写真データ購入機能では、写真データご購入の際にアプリ内課金

が発生する予定です。詳細は、本機能開始時に別途発表します。 

（４）サービス紹介WEBサイト URL： http://www.ps-turtle.com/guidance/app/ 

 

２．「TURTLE BOX」スマートフォンアプリ概要 

名称 TURTLE BOX 

アプリアイコン 

イメージ 

 

 

公開日 平成 29年 5月 8日 

対応 OS OS ：iOS8.0以降 OS：Android4.1以降 

対応言語 日本語 

提供 
株式会社タートル 

（開発・運用は株式会社 DRAGON AGENCY） 

ダウンロード

URL 

 

https://itunes.apple.com/jp

/app/turtle-box/id12301106

14?l=ja&ls=1&mt=8 

 

https://play.google.com/st

ore/apps/details?id=com.t

urtle.turtleboxapp 

 

３．協業の背景と目的 

 愛知県を中心に岐阜県、三重県も含め東海地区に 17 店舗のフォトスタジオを展開するタートルは、

兼ねてより同社のオンプレミスシステム全般の構築・運用・保守をシステムインテグレータである THS

に委託し、お客様に安定的なサービスを提供すべくシステム環境の整備を行ってまいりました。 

 また、平成 28年 8月にリニューアルした同社ホームページでは、24時間受付のWEB予約システム

を整備するなど、お客様の利便性の向上に努めてまいりました。なお、この WEB 予約システムは、

DRAGON AGENCYが、TOKAICOMのクラウド基盤「BroadCenter クラウドプラットフォーム」上

で開発・構築を行ったシステムです。 

 タートルは今回、スマートフォン普及が進む現在のコンシューマ市場において、お客様の一層の「喜

びと感動の共有」の実現を目指し、フォトスタジオで撮影した写真・フォトムービーをより身近に手軽

に閲覧・共有できるよう、お客様向けに新たなスマートフォンアプリの提供を企画しました。 

 こうした背景からタートルは、前述の WEB 予約システムの構築において既に協業関係にあった

THS・DRAGON AGENCY・TOKAICOMの 3社とともに、新たな写真共有アプリサービス「TURTLE 

BOX」の開発・構築を行うことを決めました。 

 

４．協業内容と各社の役割 

（１）協業内容 

  写真共有アプリサービス「TURTLE BOX」のサービス基盤の構築・運用および同サービスの提供 

http://www.ps-turtle.com/guidance/app/
https://itunes.apple.com/jp/app/turtle-box/id1230110614?l=ja&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/turtle-box/id1230110614?l=ja&ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/turtle-box/id1230110614?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtle.turtleboxapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtle.turtleboxapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtle.turtleboxapp
https://itunes.apple.com/jp/app/turtle-box/id1230110614?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turtle.turtleboxapp


 

（２）各社の役割 

 ・タートル  ：スマートフォン向け写真共有アプリサービス「TURTLE BOX」の提供 

 ・THS  ：タートルのシステム全般およびサービス基盤全般の運用・保守 

 ・DRAGON AGENCY ：サービス基盤となるアプリケーションの開発・運用 

 ・TOKAICOM  ：サービス基盤となる AWSを用いたシステム基盤の構築・運用 

（３）協業によるサービス提供イメージ  

 

 

■本プロジェクト代表者（タートル）からのコメント 

 今回、フォトスタジオタートルをご利用のお客様向けに新たな写真共有サービス

「TURTLE BOX」を開始する運びとなりました。 

「写真というものを、お客様にこれまで以上に身近に感じてほしい」 

「身近な家族や友人と大切な写真を共有してほしい」 

こういった思いが、このアプリを作ろうと思ったきっかけでした。 

現在の顧客ターゲット層のほとんどがスマホユーザであり、スマホを「常に持ち

歩く媒体＝いつでもどこでも楽しむことができる身近なツール」と捉え、弊社をご

利用していただいているお客様に、スマートフォンアプリという形でサービスを提

供できればと考えました。 

この TURTLE BOXを通じて、お客様の生活に写真が彩りを添えることを強く望んでおります。 

このプロジェクトは THS・DRAGON AGENCY・TOKAICOM 3社の協力のもとにサービスの企画・

構築を進めてまいりましたが、弊社の思いに賛同していただいた関係者の皆様に感謝いたします。 

株式会社タートル 専務取締役 亀山 直樹 

 

以上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、Amazon S3、Amazon DynamoDB、および Amazon Cognito

は、米国その他の諸国における、Amazon.com,inc.またはその関連会社の商標です。 

* その他記載されている会社名、製品名、サービス名、ロゴ等は各社の商標または登録商標です。 

写真共有アプリサービス

「TURTLE BOX」

サービス基盤

AWS Lambda
（アプリケーション基盤）

Amazon S3
（ストレージ）

Amazon Cognito
（認証）

Amazon
DynamoDB
（データベース）

お客様

TOKAICOM

タートル 各店舗

AWS IAM
（ユーザ管理）

店舗で
撮影

DRAGON AGENCY

THS

アプリケーションの
開発・構築・運用Internet



 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社タートル 専務取締役 亀山 企画部 担当：伊庭 システム部 担当：岡本 

TEL：0568-81-2706 MAIL：t-box@ps-turtle.com 

 

豊田ハイシステム株式会社 ソリューション開発部 担当：TURTLE BOX 窓口 

TEL：052-588-7879 MAIL：sales1@ths.co.jp 

 

株式会社 DRAGON AGENCY 営業課 担当：大谷 

TEL：052-569-5230 MAIL：information@grp.dragonagency.co.jp 

 

株式会社 TOKAIコミュニケーションズ 東日本事業部 中部営業部 担当：滝口 

TEL：054-254-3881 MAIL：voice@tokai-grp.co.jp 
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