Case Study

JapanTaxi 株式会社

タクシー業界を牽引するITの力を持ち込み

「世界一の乗車体験」を支えるクリエイティブチーム

「移動」
で人を幸せにすることを目指し、ソフトとハードの両面で
「タクシーの乗車体験」
とい

うユーザエクスペリエンスを徹底的に追求するJapanTaxi株式会社は、今いる場所にタクシー
を呼べるスマホアプリ
「全国タクシー」の開発・運用や、タクシーを広告メディアとして活用す

るコンセプトタクシーのデザインなど、業界をリードする取り組みを続けている。その先進性
を支えているのが、タクシー業界を熟知したスタッフによるデザイン内製化の取り組みだ。

https://japantaxi.co.jp/
所在地：
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3−12
紀尾井町ビル1F

概要

ドライブレコーダー・タクシーメーターの

製造・販売、マップ上で場所を指定するだけ
でタクシーが呼べるスマホアプリ「全国タ
クシー」の開発・運営、コンセプトタクシー
の企画などの広告事業を展開

事業内容

タクシー業界に特化した、各種ハード・ソ
フトの開発・販売

課題

内製化によるデザインワークをさらに効

率化し、高品質なプロダクトを低コスト
で制作したい

ソリューション

導入メリット

内製化でコストと納期を削減

タイトな納期への対応が可能になり、スピー

クラウドライブラリの活用で
作業効率が50%UP

Creative Cloud Librariesの活用で、アプリ

ディーな制作体制を実現

ケーション間の連携がよりスムーズに

豊富で高品質なフォントで
コスト削減

アプリ内の動画作成が
よりスムーズに

ストで高品質なデザインを実現

編集作業が手軽に行えるように

フォントサービスTypekitを活用し、より低コ

After Effects CCによって、アニメーションの
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■スマホアプリ
「全国タクシー」
で注目される業界特化型IT企業

JapanTaxi株式会社は、国内最大規模のタクシー・ハイヤー運行会社である日本交通の子会社。同社は
「IT×交

通、モビリティ・イノベーション」
をテーマに、タクシー業界にITの力を持ち込み、世界一の乗車体験を実現するべく、

ソフト・ハード両面で取り組みを続けるIT企業だ。近年は、スマホアプリ
「全国タクシー」
の運用でも大きな注目を集
めている。

「全国タクシー」
は、スマートフォンに表示したマップで乗車場所を指定するだけでタクシーが呼べるアプリ。同

様のサービスは他にもあるが、全国47都道府県のタクシー会社に対応するアプリとしては唯一の存在だ。ア

プリ開発やその普及促進に加え、タクシーをメディアにした広告事業にも積極的に取り組んでいる。車体を商

品イメージに応じてデザインした特別仕様のタクシーはその一例。飲料メーカーを広告主とした案件ではの

れんや風鈴で車内を演出するなど、車両全体を広告メディアと捉えた取り組みは広告業界でも高く評価されている。

さらに、日本交通の全4100台の車両への10インチデジタルサイネージの搭載など、先進的な取り組みで業界をリー

ドしている。

■アドビ製品を活用し、クリエイティブな作業を完全内製化

乗車体験の向上をテクノロジーの面からサポートすべく、あらゆる挑戦をしているJapanTaxiでは、アプリの開発

から各種プロモーションツール、コンセプトタクシーのデザインまで、あらゆるクリエイティブ作業を内製化している

ことも同社の特徴だ。その理由をマーケティング部 アシスタントディレクターの黒木 寿乃氏はこう説明する。

「タクシー業界という特殊な業界が対象になるため、業界の慣習やとりまく法制度などを理解した上でなければ

一定水準以上のプロダクトの開発は難しくなります。
そのため外注するより社内で対応した方が、高品質なプロダク

トを低コストでよりスムーズに制作できるのです」

特別仕様のタクシーはデザインだけでなく、シート印刷から車体へ
の貼り付けまで日本交通グループ内で完全に内製化している。

マーケティング部
アシスタントディレクター
黒木 寿乃氏

ちなみに特別仕様のタクシーはデザインだけでなく、シート印刷から車体への貼り付けまで日本交通グループ

内で完全に内製化している。
ラッピング用シートは気温によって伸び縮みするため、季節に応じて微妙にデザインを
調整する必要がある。
こうしたノウハウを基にしたクリエイティブ作業の内製化は、最新のAdobe Creative Cloudの
活用によって、さらなる同社の強みとなっている。

■一層のコスト削減にTypeKitを活用

特別仕様のタクシーのデザインは主にAdobe Illustrator CCを使って行われる。デザインを担当する開発部 デザ

イナーの宮里 綾氏はこう説明する。
開発部 デザイナー
宮里 綾氏

「日本交通のタクシーは現在4車種で、デザインはそれぞれのテンプレートをベースに進めていきます。基本的な

考え方はグラフィックデザインと同じですが、車体という大きなものをデザインするため、モニター上では実際に街

を走っている姿をイメージしにくいのがその一番の難しさですね」

宮里氏は、
「全国タクシー」
の三つ折りパンフレットや広告ステッカーといったプロモーションツールの制作も担当し

ている。その作業で大いに役立っているのが、日本語書体を含めた数多くのフォントが自由に使えるTypeKitの存在だ。
「内製化の前提としてコスト削減という狙いがあることもあり、ブランドロゴなどで使用するフォント以外の購入

は難しいのが実情です。使えるフォントが数多く揃うTypeKitには本当に助けられています」

宮里氏は
「全国タクシー」
に参加する全国の提携タクシー会社に向けた、ロゴ使用のガイドライン冊子のデザイ

ンも担当している。そのデザインは、Adobe InDesign CCを使って行っているという。

■作業の効率化にCreative Cloud Librariesが貢献

プロモーションツールのデザインは、ロゴのデザインなどに使用するPhotoshop CCとIllustrator CCを行き来し

開発部 デザイナー
奈須 愛也香氏

ながら行うことが一般的だ。その効率化に大きく貢献しているのが、各種アプリケーションで作成したデータや各種
画像データをクラウド上で管理し、必要に応じその都度、アプリケーション上の操作でダウンロードできるCreative
Cloud Librariesだ。

「例えばIllustratorでデザインしているときに、ロゴデータを呼び出すたびにPhotoshopを起動するのはとても面

倒ですよね。こうした手間を不要にするCC Librariesにはとても助けられています。また、あらためて確認する必要

がなく、常に最新バージョンが使える点もメリットの一つです。素材を活用する際に、50%も作業向上に寄与してい

ますね」

クラウドベースのチームコミュニケーションツール、Slackを社内の情報共有に活用していることも同社の特長の

一つだ。同ツールはCreative Cloudのファイルやフォルダ、ライブラリ、アセットの共有が可能で、特にアドビ製品を
搭載していないPCでpsdやai形式のファイルがそのままプレビューできる点を同社は高く評価している。

乗車するとサイネージに流れるポイント獲得
を伝えるアニメーションも After Effects CC で
制作している。

Adobe Creative Cloud
グループ版に関する詳細

http://www.adobe.com/go/cct

■After Effects CCがアニメーション制作を効率化

アプリのUIデザインにもアドビ製品は活用されている。
「全国タクシー」
のUIデザインを担当する開発部 デザイ

ナーの奈須 愛也香氏は、特に映像のデジタル合成やモーショングラフィック作成ツールであるAfter Effects CCを
高く評価する。

同社は
「全国タクシー」
の利用者にスタンプを発行し、それを貯めるとクーポンが貰えるというサービスを展開し

ているが、乗車するとサイネージに流れるポイント獲得を伝えるアニメーションもAfter Effects CCで制作したという。
「利用のきっかけは、
『アニメーション制作にはこのツールを使ってもらうと、こちらの作業も軽減できる』
というエ

ンジニアからの提案でした。
実際に使ってみると、
Creative Cloud Librariesを経由して、
アプリにスムーズにアニメー
ションを追加でき、とても助かっています」
と奈須氏は語る。
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また、
「全国タクシー」
では提携タクシー会社の行灯
（タクシーの上にある社名表示灯）
をアイコン化して表示して

いるが、そのデザインはIllustrator CCで行っている。同社は今後も最新のデザインツールを活用して、デザイン内製
化を積極的に推し進めていく考えだ。
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