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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/
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三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動
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25%

23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%
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スキルマップ業種マップ
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パッケージ
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ソーシャル
10%

デザイン
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製造
8%

流通
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翻訳
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データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/
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2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
18%

パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/

所    在    地

設     立    日
問 い 合 わ せ

2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/

戸山口

早稲田通り

Ｊ
Ｒ
山
手
線

セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動
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データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。
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人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/

所    在    地

設     立    日
問 い 合 わ せ

2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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03-3366-7217
03-6279-1180
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/

戸山口

早稲田通り

Ｊ
Ｒ
山
手
線

セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動

Web
25%

23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
.NET

その他
10%

インフラ

Java

C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
18%

パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 
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時々刻々と変化する最適化対策に追随
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Web マーケティング、Web 広告、Web 集客
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・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発
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います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
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これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
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企業概要
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達成すべきゴール

常に前向きに進み
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03-3366-7217
03-6279-1180

株式会社

 

東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/

戸山口

早稲田通り

Ｊ
Ｒ
山
手
線

セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動

Web
25%

23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
.NET

その他
10%

インフラ

Java

C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
18%

パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/

所    在    地

設     立    日
問 い 合 わ せ

2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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03-6279-1180

株式会社

 

東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/

戸山口

早稲田通り
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Ｒ
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セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動
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23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
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インフラ
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C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
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パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
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設     立    日
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2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/
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セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育
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Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
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人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/

所    在    地

設     立    日
問 い 合 わ せ

2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/

戸山口

早稲田通り
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線

セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動

Web
25%

23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
.NET

その他
10%

インフラ

Java

C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
18%

パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績
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4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 
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信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/
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郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動

Web
25%

23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
.NET

その他
10%

インフラ

Java

C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
18%

パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/

所    在    地

設     立    日
問 い 合 わ せ

2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 
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　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分
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　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります
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　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。
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個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動

Web
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12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
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10%

インフラ
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C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
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パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー
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代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/
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郵便局
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　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
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昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
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 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育
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人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
 ・コンサルティング契約書・秘密保持契約書 等

ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
 ・会社設立・定款・会議議事録・登記薄謄本・雇用契約

法律・特許・契約関連

 ・Web サイト、ヘルプファイル、製品カタログ、海外向け新製品の
　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績

主な開発 / 支援実績

主なサービスメニュー

商            号 株式会社Doing
U     R      L https://www.idoing.jp/

所    在    地

設     立    日
問 い 合 わ せ

2004年 4月
1,000万円資    本    金

代 表 取 締 役 郡  千治

三井住友銀行 / 高田馬場支店、みずほ銀行 / 高田馬場支店

事  業  内  容 

取 引 先 銀 行

03-3366-7217TEL： 03-6279-1180FAX：

売            上 1 億 3000 万円

Doing は幅広く、多様な経験から培ったノウハウとスキルを集結させて、お客様に本当に
喜んでいただける仕事をしていきたいと考えております。お客様が求めている真のニーズ
を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
3, コンテンツ /デザイン関連の企画と制作
4, 日英・日中・日韓等の多言語翻訳業務
5, 人財の教育訓練、指導及び育成事業 
6, システムエンジニア育成のための人財教育
7, システムエンジニアリングに関するコンサルティング業務 
8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み
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東京都新宿区高田馬場3-13-3
高田馬場ファミリービル501

　駅を出てすぐ、正面のガード下に、
鉄腕アトムの壁画が描かれています。
高田馬場は、　「アトムの町」として有名
です。Doing へは早稲田通りを左に進
んでいきます。

１

　オオゼキの前を通り過ぎ、もう少し
まっすぐに進みます。

４

アクセス

JR 山手線　   高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
西武新宿線　高田馬場駅　早稲田口   徒歩 10 分
東京メトロ東西線　高田馬場駅　1番出口  徒歩 10 分

〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場 3-13-3
高田馬場ファミリービル 501
TEL　03-3366-7217
FAX　03-6279-1180
URL　https://www.idoing.jp/

戸山口

早稲田通り

Ｊ
Ｒ
山
手
線

セブンイレブン

郵便局

オオゼキ

三菱UFJ銀行

早稲田口

１

２

　高田馬場最大の商店街、さかえ通りの
前を通り過ぎ、三菱東京UFJ 銀行の方へ
進んで行きます。

２

３

　舟和の前を通り過ぎ、道なりに
進みます。郵便局の隣にはアトム
饅頭が販売されている、「青柳」
という手塚治虫御用達の和菓子店
があります

３

４

５

　高田馬場 3 丁目のバス停手前の
ビルが、株式会社Doing のある
ファミリービルです。

５

東京メトロ
1 番出口

株式会社
高田馬場ファミリービル501

高田馬場 3 丁目
バス停

マルエツ

プライバシーポリシー

個人情報保護への取組み

個人情報保護方針

制定日　2007 年 5 月 1 日
代表取締役　郡　千治

全社員が以下の項目について取り組み、遵守することを宣言致します。 
１． 個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針、その他の規範を遵守致します。 
２． 弊社は個人情報の取得、利用及び提供に関し、事業の内容及び規模を考慮した適切な処置を行います。 
３． 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い（目的外利用）を致しません。 
４． 個人情報の管理は厳重に行うこととし、あらかじめご承諾いただいた場合を除き、第三者に対しデータを
　　開示・提供することは致しません。 
５.  個人情報に関する不正アクセス、紛失、改ざん、破壊、漏洩を防ぐための適切な処置を行います。 
６． 個人情報の取扱いに関する苦情及び相談の申し出があった場合は、その内容を調査し、迅速な処理に努めます。 
７． 漏洩等の事件・事故が発生した場合、緊急対応を取るとともに 、その原因を究明し、速やかに是正します。 
８． 個人情報保護に関する管理体制と仕組みについては、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善
　   していきます。 

株式会社 Doing（以下、弊社といいます）は、お客様からいただいた個人情報がお客様にとって大切な守るべき
ものであるとともに、弊社にとっても重要な経営情報であると認識しております。
昨今、個人情報漏えい等の事件・事故が頻繁に取りざたされている状況を鑑み、 個人情報を確実に保護、管理
することが、弊社の事業活動の根幹に関わる責務であると考えます。
この考えのもと、弊社では以下の個人情報保護方針を制定致しました。
全社員がこの保護方針を正しく理解し遵守することにより、お客様に安全と安心を提供し、 私どもに対する信頼
と期待をより一層高めるものであると信じております。 

お客様やパートナー様と連携を図り、新規事業の創造と企画・推進を行って
います。 
現在 100 社以上の企業様とパートナーシップを結び、約 20 社のパートナー様と
定例で連絡会や懇親会を開催をしています。

 I T 関連教育における企画および講師対応など、社会から信頼される人財の
育成 / 開発サービスを行っています。
 ・企業内教育向けコンサルティングならびにカリキュラム作成支援
 ・ＩＴ関連教育の実施と講師対応
 ・プロジェクト管理、品質管理等のシステムエンジニアリング関連教育の実施と講師対応
 ・新入社員向けビジネスマナー＆技術教育
 ・企業人としての資質教育

活動紹介

事業推進活動

人財開発活動

Web
25%

23%

12%

10%

6%

mobile

PHP/Ruby
10%

4%
.NET

その他
10%

インフラ

Java

C/C++

技術者
スキルマップ業種マップ

金融
23%

サービス
18%

パッケージ
10%

公共
10%

ソーシャル
10%

デザイン
8%

製造
8%

流通
8%

翻訳
8%

データで見るDoing

Web関連、オブジェクト指向関連技術を
強みに幅広い分野に展開しています。

金融業、サービス業関連の市場を核に、
数多くの業種に対応しています。

PM/PMO,SEクラスが主体でプロジェクト
管理、上流工程に強みを発揮します。

Windows,UNIX/Linux系の開発が中心ですが、
スマートデバイス系の開発に向けて、対応範
囲を拡大中です。

PM/PMO
21%

SE
52%

PG
17%

デザイナー
10%

技術者
クラスマップ

Windows

49%

UNIX/Linux
24%

Mac OS
10%

Android OS
5%

i OS
5%

メインフレーム
7%

OS
スキルマップ

人としての感性を大切に、親しみやすいヒューマンインタフェースを表現する
ことを常に心がけて制作します。

ネイティブクラスの翻訳者が、クオリティの高い翻訳文をリーズナブルな価格で
スピーディにお届けします。

コンテンツ(デザイン＆翻訳) 事業

日本語⇔英語　　　日本語⇔ロシア語　　中国語⇔英語
日本語⇔中国語　　日本語⇔韓国語　　　中国語⇔韓国語 その他、様々な言語にも対応可能

 ・ビジネスデザインの提供
　達成すべき目的を明確にし、ビジネスを成功させるためのプロセス作り
 ・マニュアル制作技術の提供
　分かりやすさと使いやすさを考慮した設計から制作、校正まで
 ・グラフィックデザインの提供
　訴求力のある広告デザイン、ロゴマーク・パンフレット・お名刺・ご案内状・カレンダー・
　ウェルカムボード等のビジネスグッズ制作
 ・Web デザインの提供
　最新のＷｅｂ技術を活用したGUIコーディネート、ホームページ制作、We b コンテンツ制作
 ・アート作品の提供
　コンピュータグラフィックス技術を活用した、新しい作風の切り絵 / 貼り絵作品

主なサービスメニュー

デザイン

翻訳

多言語翻訳サービス

主な対応分野
 ・手紙・論文・ビジネスレター・新聞記事・願書・時事経済文書・
　製品情報 等

一般文書 

 ・ハード・ソフトウエア・パソコン周辺機器などの取扱説明書
 ・サービス・作業・検査などのマニュアル・仕様書・設計書
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ＩＴ・機械
産業分野関連

 ・販売代理店のライセンス・技術提携契約書・ビザの申請
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　営業資料、販売促進資料、会社案内、広告コピー 等
 ・大型機械・電気・車両・ロボット・船舶機器・鉄鋼・非金属産業・
　建設機器・土木建築全般・橋梁・耐震構造などの取扱説明書・
　テクニカルデータ 等

カタログ・広告関連 

 ・テレビ番組・ビデオ・ＤＶＤなどの映像映像の翻訳

 ・漫画・小説・雑誌・レシピ本 等出版物 

 ・海外で使用するポップ・商品説明書 等小売業 

 ・ビジネスでのスピーチ・プレゼン
 ・個人のお客様のスピーチ

スピーチ・プレゼン 

最新の We b サービス技術を活用したシステム開発とともに、Ｗｅｂベースの
ビジネス支援、 Ｗｅｂシステムの環境構築をサポートしています。 

規模の大小を問わず、あらゆる業種 / 分野に普及
PC からスマートデバイスに向けて展開

SEO対策はもちろん、LPO/MEO 対策まで
時々刻々と変化する最適化対策に追随

サイトを中心に様々なビジネスシーンで有効活用
Web マーケティング、Web 広告、Web 集客

診断、解析、分析結果から得られる信頼性の高いデータをもとに、
お客様のビジネスをご支援します。

Webサービス事業

・ホームページ制作（Web、スマートデバイス向け）
・SEO/LPO/MEO 対策支援
・有効なリスティング広告支援
・不正クリック防止対策支援
・競合他社比較分析 
・最適なWebマーケティングへのアプローチ支援
・効果的なWeb 集客支援

主なサービスメニュー

サイト制作

最適化対策

ビジネス活用

事業紹介

経営的視点のビジネスインテグレーション、IT 的視点のシステムインテグレー
ションで企業の業務改善や業務改革を支援しています。

Java，.ＮＥＴ，PHP 等に代表されるオープンシステムテクノロジーを活かした
システム開発、プロジェクト支援をトータルにサポートしています。

ビジネスバリューを創造し、エンドユーザの期待に応えるシステムを目指して、 
きめ細かなソリューションを提供しています。

オープンシステム事業

ビジネスソリューション事業

コンサルティング事業

・世界最速のクラスタ配信（動画、音楽、ゲーム）サービス支援
・電力の見える化サービス提供システムの開発
・Grid Computing システムの研究 / 開発及び実証実験への参画
・e-Learning、e-Meeting、e-Community システムの開発
・ナレッジマネジメントシステムの開発

・内部統制（J-SOX）文書管理システムコンサルティング 
・SCM（WMS/3PL）ERP コンサルティング
・BPR（business process re-engineering）コンサルティング  
・ビジネス戦略企画（KGI、KPI）コンサルティング 
・新規事業開発コンサルティング 

・大手企業向け統合型人事・給与システムの開発
・サプライチェーン、バリューチェーン活用のトータルな物流/ 販売システムの開発
・金融端末活用の新サービス提供システムの開発
・ネット証券向け新サービス提供システムの開発
・保険業、保険代理店向け新サービスの開発

主な開発 / 支援実績
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を把握し、パートナー様とも協力しながら、 プロジェクトを遂行していくためには、人間性が
とても重要になります。
このため、私達は皆様から信頼され、自己の信念を貫ける人財を大切に育てていきます。 
私達は、ひたすら楽しむ心から、ゴール達成のためのモチベーションが高まることを知って
います。 Did you enjoy it? と自らに問いかけ、やるべきことをやった爽快感が持てたかを、
いつも確認しています。 達成感がもたらしてくれる最高の悦びを、お客様と共有し、皆様
から Good Job ! とお言葉をいただけることを励みにしています。
これらの想いを、Doingという社名に込め、留まることのないチャレンジ精神で、明るい
未来を見定め、一歩ずつでも前進していくことをお約束します。
末永く、Doing にご支援、ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

企業概要

企業理念

1, コンピュータシステムの請負開発ならびに技術支援
2, パッケージソフトの企画、開発及び販売 
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8, コンピュータ及びコンピュータネットワークシステムの周辺機器の販売 

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場3-13-3　高田馬場ファミリービル501

代表取締役　郡　千治

Doing は、お客様との協調と協力の関係を基盤に 「経験豊富な技術力」 と「信頼と
信念を大切にする人間性」で、目標を確実かつ迅速に達成していきます。 
皆様からGood Job！とのお言葉をいただけることを切に願って！

Good Job! のご評価を目指して

お客様と技術者の
パートナーシップ

ロゴに込められた思い

達成すべきゴールへの
確かな視点とシャープな技術力

達成すべきゴール

常に前向きに進み




