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代表取締役

取締役会⻑

設 ⽴

資 本 ⾦

年 商

所 在 地

⼟屋 健⼀

三澤 純⼦

2001年3⽉27⽇

900万円

3億5,000万円

〒150-0012
東京都渋⾕区広尾 1-3-18
広尾オフィスビル 6F

03-6456-2843

03-6456-2844

info@mt-planning.com

お問い合わせ

エム・ティ・プランニング株式会社

「こんな未来にしたい！」
 あなたのビジネスを

デザインの⼒によって
サポートする会社です。

Design Thinking

発想

「こんな未来にしたい！」
あなたのビジネスをデザインの力によってサポートする会社です。＝

理解

試作
具体的な形にする

客観的にとらえる
Analyse & Empathize Imagine & Ideate

Prototyping & Brush up

主観的に考える

すべてのビジネス活動のために
         が⼤切にしていること

http://www.mt-planning.com/

主な業務

1. ⼯業製品の企画・設計・デザイン・コンサルティング

2. ソフトウェアの企画・デザイン・制作・コンサルティング

3. 企業広報、広告宣伝及びイベントの企画・デザイン・運営

4. インターネットを利⽤した各種提供サービス

5. 都市計画・環境設計における企画・デザイン・コンサルティング

6. 市場調査・分析及び技術動向の調査・研究

「あたりまえ」 に縛られない
デザインの仕事は決めつけられた「あたりまえ」を疑うことから始まります。
⼀⽅的ではなく、多⾓的に物事を⾒ることで幅広いアイデアをご提案します。

スタートは 「現状を超える」 こと
時代と共に変化し続ける情勢や価値観の中で、ビジネスのやり⽅に王道はありません。
だからこそ、どんなときでも現状を超えることからスタートし、

「もっと良策があるのでは」と可能性を探ることを⼤切にしています。

チームもオフィスもラボ化
私たちが⽬指すオフィスは、決まったものを創るだけの「⼯場」ではなく、
常にビジネスの可能性を楽しく探し続ける「ラボ（研究所）」。
ビジネスに⽋かせない“わくわく”や“おどろき”をあなたに届けます。



国⽴⼤学法⼈ 電気通信⼤学 
ピクトラボ ⾼度ICT試作実験公開⼯房

地域活性化・場づくりのための
企画をサポートします。

コミュニティ創造

ご希望を叶え、これまでなかった
製品の開発をサポートします。

製品開発

隠れたニーズを発掘し
実⽤的なシステム開発をおこないます。

システム開発

科学⽂化の視点から街づくりに取り組む三鷹市のイベント
「みたか太陽系ウォーク」のアートディレクションを⾏ってい
ます。スタンプラリーマップやプロモーションサイト、ノベル
ティグッズの作成だけなく、サポーター・レポーター養成やサ
イエンスカフェ⽀援などのイベント運営にも参画しています。

みたか太陽系ウォーク
スタンプラリー

アートディレクションとまちづくり

CI・紙媒体・Web・イベントなど
多⾓的に広報サポートをします。

ブランディング

研究機関・教育現場・博物館などへの
ソリューションをご提案します。

科学研究

誰をターゲットとするか、何を成し遂げるべきか、⽬的を整
理して明確にし、それを最⼤限実現するブースデザイン設
計を⾏いました。プラント業界での威⾵堂 と々した⽇揮の存
在感を表現しています。

⽇揮株式会社
INCHEM TOKYO 展⽰ブース

広報戦略を実現するブースデザイン
情報システムの研究現場では創造的実践⼒の育成が求めら
れています。試作⼯房を「キッチン」、「リビングルーム」（試作
エリア）、「プレイルーム」（展⽰エリア）に⾒⽴て、公開プラッ
トフォーム（Web）を⽤意しました。プロトタイプが作りやすく、
イノベーションにつながる時空間をデザインしています。

「キオスク端末導⼊に関わるあらゆるサービスを⼩回り
よくご提供する」をコンセプトとし、メーカーのツボタテ
クニカとデザイン・企画のMT-planningが共同運営す
るキオスク端末のデベロップメントブランドです。オープンイノベーションをリード

スマートフォンで恐⻯ロボットをコントロールするシステ
ム。スマホ画⾯のタップやフリック、または本体を振ること
でWEBサーバを介し、スマホ1つで全世界どんなところか
らも恐⻯をコントロールできます。

タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社
恐⻯ロボットコントロールWEBシステム  「TE ザウルス」

ロボットをWEBアプリで遠隔操作
世界トップクラスの性能を誇るNECの顔認証を搭載した
ゲートシステム、セキュリティ端末の筐体と画⾯UIをデザ
インしました。国際会議や⼤会、⼤⼿企業など幅広く採⽤
されています。

⽇本電気株式会社
ウォークスルー顔認証システム

世界最⾼の顔認証を製品化

まちのデジタルコミュニケーション
戦略を考える実証実験として、デ
ジタルスタンプラリー「お宝発⾒！ 
ミタカをミタカ」を実施しました。
みたか都市観光協会
三鷹ネットワーク⼤学

「⺠学産公」協働研究事業

まちのお宝を発⾒する
デジタルスタンプラリー

バラバラと存在していた⼦ども
⾷堂サイトに課題を感じ、ポータ
ルサイトを⽴上げ。必要とする
⼈に情報が届きやすい仕組を
構築しました。
こども⾷堂ネットワーク
公式WEBサイト

デザインの⼒で社会貢献
必要な情報を必要な⼈へ

ミニカーを利⽤したインタラク
ティブなサイネージテーブル
で、お客様と会話がはずみま
す。講習会の予約システムも制
作しています。
株式会社豊⽥⾃動織機
トヨタL&Fカスタマーズセンター

お客様とつながる
デジタルコミュニケーション

ビジネスやサービスを社内外
にわかりやすく伝え、お客様と
のコミュニケーションを促進さ
せる、コンセプトブックを企画・
デザインしました。
株式会社シーエムプラス
会社案内

会社の強みや理念
ビジョンを明確化

来館者に向けた研究紹介の制
作を⾏っています。ゲノムやホ
ルモンなどをキャラクターで表
し、クイズ形式で理解を深めるコ
ンテンツなどを制作しています。
理化学研究所 
環境資源科学研究センター（CSRS）

環境資源研究を伝える
サイエンスデザイン

⽉周回衛星「かぐや」が取得した
地形データから⽉⾯を400万分の
1で忠実に再現しました。博物館、
科学館などで展⽰されています。
宇宙航空研究開発機構（JAXA） 
宇宙オープンラボ共同開発
⽴体凸凹⽉球儀 MOON SCOPE

宇宙探索の研究成果を
形に残す

交通管制システムにおける、管制室
空間、操作・表⽰画⾯の視認性検討
やデザイン・設計業務をはじめ、⾞載
器・WEB・サービスエリア交通情報コ
ンテンツのGUI設計を⾏っています。
交通情報システム
UI設計⽀援

安全・快適を提供する
ソリューション

中世の⽂化を観光しながら体感
できるVRコンテンツ。モーション
キャプチャを⽤いて当時の⼭伏
の修⾏⾵景などをリアルに再現
しました。
⽇本電気株式会社
観光ツアーVRコンテンツ

VRで中世の⽇本へ
タイムスリップ

Raffine Running Style
チケット券売機

システムインターフェース
ハードもソフトもワンストップ

放送・メディア・防災システム

社会インフラを⽀える
デザイン

パブリックスペース向け
デジタル掲⽰板

雑然とした掲⽰板を
画⾯とタッチでスッキリ！

シスコシステムズ合同会社
ショールームデジタルサイネージ

⾃社サービス
ショーケースサイネージ

⽇本マーケットに進出する
ビジネスをサポート

タッチパネル・システムズ株式会社
ショールームリニューアル

最新技術を指先で感じる
ディスプレイ

株式会社エーアイエル EXCEL⼥⼦
Japan IT Weekブース

カフェスタイルの
展⽰ブースで⼈材をアピール

スポーツデザイン調査

イベント・SNS分析で
マーケティング

MT-planning 創業第⼀作とし
て、情報を囲んで会話を楽しむ、
未来のコミュニケーションツー
ルを開発しました。グッドデザイ
ン賞2000⾦賞受賞、WISS2001
対話賞受賞作品です。 
メディアテーブル

テーブルトップ 
コンピューティングの先駆け

「⼿話フォン」は聴覚障がい者が
⼿話で電話をかけられる無料の
公衆電話です。利⽤者のプライ
バシーを守りつつユニバーサル
デザインを実現した端末です。
⽇本財団
⼿話フォン

聴覚障がい者⽤
無料公衆電話デザイン開発

イノベーション・プロトタイプ・サポート コミュニティのコミュニケーション戦略 社会を彩る科学技術をリスペクト

応⽤開発やデザイン設計をサポート、アイデア提供、デザイ
ン、エンジニアリングなど必要に応じて対応します。実際に
可動するプロトタイプの制作や特注品の製造もサポートし
ます。さらに、オンサイト保守サービス体制の構築提案も
⾏っており、安⼼して製品をお使いいただくために、全国約
60ヶ所以上の提携サービス拠点を持つ標準オンサイト保守
サービスを⼀部の⾃社製品にご⽤意しています。

⼩中学⽣にも広がったスマホ。家族や友達とのデジタルコミュ
ニケーションが活発になった今、⼦育て⽀援や介護⽀援、健康
増進や⽣涯教育といった、コミュニティを⽀えるまちのインフラ
にもコミュニケーション戦略が必要な時期が到来しました。ふ
れあう場づくり、⼼通わす物語、協⼒し合うものづくり、アナロ
グとデジタルのバランスを考えたコミュニケーションのシナリ
オを提供し、居⼼地のよいコミュニティを⽀援しています。

科学技術の研究開発に携わる⽅々と、アイデア展開・プロト
タイプ制作・UI/UX開発・シナリオ開発・グラフィック展開・
映像制作を⾏っています。社会を創るのは研究者やエンジ
ニア。そこにデザイナーやプランナーが関わると、発想がさ
らに豊かになり、プロトタイプの完成度も上がり、モノや
サービスとして社会に実装される確率も⾼まります。この先
にある未来に向けて、共に歩んでみませんか？

Original Products & Projects

複雑をシンプルに、シンプルを効果的に、作る
in-Form-plus

iPadをはじめとしたタブレット端末を、充電しながら保
管できるセキュリティカートシリーズです。ペーパーレス
会議や営業⽀援メディアとして活⽤する企業様、教育
機関・美術展・博物館などの展⽰案内⽤端末の保管・管
理向けに、製造・販売しています。

タブレット・モバイル端末とビジネスサポート
Tablet*Cart Series

ビジネスターゲットを明確にし、⾃社の強みを知り、競
合を知る。その上でポジショニングを速やかにデザイン
に落しこむことによってマーケティングに拍⾞をかけま
す。企業サイト、カタログ、営業プレゼン、コンペ資料、あ
らゆるツールに展開できます。

⽇々の商談にもっとデザインの⼒を
商談サポート

昨⽇の違和感、今⽇のヒント、明⽇の⼀歩。
ミライサロンは、⽇々の暮らしや仕事の中で感じる疑問
や希望を語り合い、ヒントを⾒つけ、明⽇への⼀歩を踏
み出すチャンスを作る場です。

⼼の豊かさを実感できる社会をめざして
ソシオデザイン

メディアフロント・ジャパン株式会社 
企業広報サポート

商談サポート
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