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メディア掲載記事等 （2018/12/19更新） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

サンスポ SANSPO.COM (2018/12/18) 

https://www.sanspo.com/geino/news/20181218/prl18121816310174-n1.html 

オレンジタグス、ＩＣカード対応ＣＲＭシステムのインテグレーションで協業 ウェブ側と NFC対応 ICカード・タグと

の連携でＣＲＭ・顧客管理・販売管理を総合支援 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

夕刊フジ zakzak (2018/12/18) 

https://www.zakzak.co.jp/eco/news/181218/prl1812180174-n1.html 

オレンジタグス、ＩＣカード対応ＣＲＭシステムのインテグレーションで協業 ウェブ側と NFC対応 ICカード・タグと

の連携でＣＲＭ・顧客管理・販売管理を総合支援 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

読売新聞 YOMIURI ONLINE (2018/12/11) 

https://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/Cdpress000186252.html 

オレンジタグス、サイズ調整可能なスプリング腕輪型リストバンド（Ｗ７タイプ）ＩＣタグを発売 フェリカモデルも発

売、大手レジャー施設・老若男女向け施設で導入され利用開始 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ニコニコニュース (2018/12/11) 

https://news.nicovideo.jp/watch/nw4337838 

オレンジタグス、サイズ調整可能なスプリング腕輪型リストバンド（Ｗ７タイプ）ＩＣタグを発売 フェリカモデルも発

売、大手レジャー施設・老若男女向け施設で導入され利用開始 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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読売新聞 YOMIURI ONLINE (2018/12/07) 

https://www.yomiuri.co.jp/adv/science/release/detail/00042886.html 

オレンジタグス、Web向け「OrangeMomopass」を Sony製品 PaSoRi（パソリ）RC-S380/Sに対応 クラウド側と

NFC対応 IC カード・タグとの連携で IoT及び O2Oを総合支援 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

朝日新聞 Asahi Shimbun Digital (2018/12/07) 

https://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/Cdpress000186227.html 

オレンジタグス、Web向け「OrangeMomopass」を Sony製品 PaSoRi（パソリ）RC-S380/Sに対応 クラウド側と

NFC対応 IC カード・タグとの連携で IoT及び O2Oを総合支援 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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CNET Japan (2018/11/22) 

https://japan.cnet.com/release/30282179/ 

オレンジタグス、Web 開発者向けの開発キット「OrangeMomopass」を発売 NFC 対応 IC カード・タグとクラウド

側との連携で IoT及び O2Oを総合支援 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ZDNET Japan (2018/11/22) 

https://japan.zdnet.com/release/30282179/ 

オレンジタグス、Web開発者向けの開発キット「OrangeMomopass」を発売  
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キーマンズネット (2013/11/27) 

http://www.keyman.or.jp/nw/coresys/rfid/20052166/ 

オレンジタグス、初心者向け対応 Android向け NFC開発キットを提供 

株式会社オレンジタグスは、Android スマートフォン向け NFC 開発キット「One Stop Easy API for 

Android」の提供を開始した。同社がソフト開発を支援・サポートするほか、安価な非接触 ICカード IC

タグや、各種リーダライタも追加で 1 個から提供する。場合によっては、ミドルウェアやシステムの受

託開発などにも対応する。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

キーマンズネット (2013/03/05) 

http://www.keyman.or.jp/nw/coresys/rfid/20045282/ 

オレンジタグス、プロ向けの NFC ソフトウェア開発キットを発売。 

IC チップへの詳細アクセスや、セキュリティ鍵（キーアクセス）を利用した詳細アクセスを行なえ、電

子マネーやポイントなどの認証強化を行なえるように設計されている。特に、強固なセキュリティを

図る目的・用途で、非接触 IC カード内部のセキュリティ強化を図りたい場合に適している。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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キーマンズネット (2012/10/16) 

http://www.keyman.or.jp/nw/dev/other/20042022/ 

オレンジタグス、Web開発者向けの NFC開発キットを発売 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

CNET Japan (2012/10/16) 

http://japan.cnet.com/release/30028905/ 

オレンジタグス、ウェブ開発者向けのＮＦＣ開発キット「OrangePost」を発売。ＮＦＣカード・タグ販売とクラウドサ

ービス連携でＯ２Ｏを総合支援 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

http://www.orangetags.co.jp/
http://www.keyman.or.jp/nw/dev/other/20042022/
http://japan.cnet.com/release/30028905/
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ZDNet Japan (2012/10/16) 

http://japan.zdnet.com/release/30028905/ 

オレンジタグス、ウェブ開発者向けのＮＦＣ開発キット「OrangePost」を発売。ＮＦＣカード・タグ販売とクラウドサ

ービス連携でＯ２Ｏを総合支援 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

CNET Japanニュース (2012/2/22) 

http://japan.cnet.com/release/30015202/?ref=rss 

簡単に非接触ＩＣカード対応のソフトウェア開発ができるオレンジタグスＮＦＣ開発スタートキット１０１シリーズが

ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品・技術に認定 
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Yahoo! ニュース (2012/2/9) 

オレンジタグス、NFC活用型店頭販促ソリューションのデモルームを開設 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

読売新聞 YOMIURI ONLINE (2012/2/9) 

オレンジタグス、ＳｎａｐＮＦＣの店頭販促ソリューションを展示。秋葉原でＮＦＣカードやＫｉｏｓｋ端末、システムソ

リューションなど 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

IT media (2012/2/9) 

http://www.itmedia.co.jp/promobile/articles/1202/09/news055.html 

オレンジタグス、NFC活用型店頭販促ソリューションのデモルームを開設 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

キーマンズネット (2012/2/3) 

オレンジタグス、NFC カードに DES暗号追加できるプログラムを提供 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

livedoorニュース (2012/2/3) 

オレンジタグス、ＮＦＣカードへＤＥＳ暗号の読み書き機能を提供。Mifare Ultralight や FeliCa Lite の追加セキ

ュリティ強化に利用 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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キーマンズネット(2012/01/25) 

オレンジタグス、スマホで URL誘導等可能な NDEF対応 NFC カード提供 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

CNET Japan(2012/01/25) 

オレンジタグス、ＮＦＣ新製品「ＳｎａpＮＦＣカード」を発売。先着 100社へ無償提供。 

 
 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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キーマンズネット(2011/10/04) 

オレンジタグス、初心者向けの安価なＮＦＣミドルウェアを発売 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

マイコミジャーナル(2011/9/30) 

オレンジタグス、初心者向けの低価格なＩＣカード開発者用ミドルウェア 

 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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CNET Japan(2011/9/29) 

NFC製品のオレンジタグス、東京都の新事業分野開拓者認定制度に認定 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Yahoo! (2011/9/30) 

NFC製品のオレンジタグス、東京都の新事業分野開拓者認定 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

キーマンズネット(2011/02/21) 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/75/20033175/ 

オレンジタグス、IC カード等へのデータ読み書きミドルウェア提供 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

キーマンズネット(2010/09/10) 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/56/20031256/  

オレンジタグス等、バルブ等の閉め忘れを防止するシステム提供 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ベンチャープラス(2010/09/10) 

http://venture-plus.com/news/61828  

バルブやボルトの閉め忘れを防止する「状態検知タグ」ソリューション（株式会社オレンジタグス） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ZD Net Japan(2010/09/02) 

http://japan.zdnet.com/release/story/0,3800075480,10463354,00.htm 

システムインテグレータ向けレディメイド Kiosk端末 RFID・NFC(Near Field Communication)対応ソフトウエア環

境の提供を開始 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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キーマンズネット(2010/09/01) 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/31/20031131/ 

オレンジタグス、IC タグ等対応の勤怠打刻プログラムソースを提供 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

ベンチャープラス(2010/09/01) 

http://venture-plus.com/news/61180  

安価タイプ非接触 IC カード・IC タグやおサイフケータイにも対応 入退室・タイムカード・勤怠打刻プログラムソ

ース SK-233 （株式会社オレンジタグス） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

CNET Japan(2010/08/31) 

http://japan.cnet.com/release/story/0,3800075553,10463354,00.htm 

システムインテグレータ向けレディメイド Kiosk端末 RFID・NFC(Near Field Communication)対応ソフトウエア環

境の提供を開始 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

http://www.orangetags.co.jp/
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キーマンズネット（2010/06/22） 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/65/20030265/ 

オレンジタグス、開発スタートキットユーザにソースコードを提供 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

産学連携ニュース（2010/06/23） 

http://www.san-gaku-renkei.com/release_59792_1.html  

店頭販促・ポイント管理・スタンプ・ルーレット抽選プログラムソース提供開始 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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キーマンズネット（2010/03/08） 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/21/20028921/  

オレンジタグス、携帯のブラウザ起動・URL転送ミドルウェア提供 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

シゴトの計画 （2010/3/5） 

http://www.excite-webtl.jp/News/it/20100305/Plan4510_businessnews_16398.html 

オレンジタグス、携帯のブラウザ起動・URL転送ミドルウェア提供 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orangetags.co.jp/
http://www.keyman.or.jp/3w/prd/21/20028921/
http://www.excite-webtl.jp/News/it/20100305/Plan4510_businessnews_16398.html


 

p.17 / 19 
Copyright © Orangetags Co.,Ltd. All Rights Reserved.         http://www.orangetags.co.jp  

 

キーマンズネット（2009/11/11） 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/26/20027626/ 

オレンジタグスなど、非接触 IC カード対応の初心者向け SDKを発売 

 

株式会社オレンジタグスと株式会社チップワンストップは、FeliCa や MIFARE など NFC（Near Field 

Communication：近距離無線通信の国際規格）・非接触 IC カード対応の初心者向けソフトウェア開発スタート

キット「NFC-SDK-101-A」を、発売した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

シゴトの計画 （2009/11/10） 

http://4510plan.jp/360/businessnews/11458/  

オレンジタグスなど、非接触 IC カード対応の初心者向け SDKを発売 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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キーマンズネット（2009/09/07） 

http://www.keyman.or.jp/3w/prd/91/20026891  

オレンジタグス、様々な NFCアプリを開発できるキットを発売 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

livedoor ニュース(2009/11/10) 

http://news.livedoor.com/article/detail/4442809/  

オレンジタグスなど、非接触 IC カード対応の初心者向け SDKを発売 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

Venture Now （2009/09/02） 

http://www.venturenow.jp/news/2009/09/02/1622_007047.html  

オレンジタグス、SIerなどを対象とした NFC開発スタートキットを提供開始 

 

http://www.orangetags.co.jp/
http://www.keyman.or.jp/3w/prd/91/20026891
http://news.livedoor.com/article/detail/4442809/
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

SOURCEFORGE.JP (2009/7/21) 

http://sourceforge.jp/magazine/09/07/21/0059207  

ベイテックシステムズとオレンジタグス、Google Apps とフェリカを活用したパソコン遠隔ロック機能を無償提供 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

トレンドニュース (2009/7/21) 

http://www.trend-news.jp/press/press2/entry-274071.html  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

新商品 FINDER (2009/7/21) 

http://newfinder.jp/2009/07/21/24872.html  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

以上 
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