
成⻑を楽しめる、社会を創る



事業内容

SERVICE

Webサイト制作

制作対応分野

Webサイト運⽤・開発

広告・保守・システム開発

その他

DTP�/�撮影

・コーポレートサイト ・メディアサイト

・採⽤サイト ・ECサイト

・サービスサイト ・ランディングページ

・社内ポータルサイト

・広告運⽤ ・WordPress開発

・運⽤保守
（WordPress保守・解析・定期修正）

・カタログ、パンフレット制作 ・ロゴ、CI制作

・撮影（静⽌画、動画）



ポ ジ シ ョ ニ ン グ

POSITIONING

制作会社
デザイン事務所

フリーランス（個⼈）
印刷会社

広告代理店
コンサルティング会社 価値あるクリエイティブを提供

制作⼒

提案⼒
（調査・分析）

低い ⾼い

低

⾼



⾔葉では伝わらないイメージを具現化し、ブランド向上となるデザインから、

訪問者に最適な導線設計となるようデザインします。

課題解決へ導く“⽬的達成のためのデザイン”

当社の強み

STRENGTH

Webサイト制作に特化したスタッフが提案から制作、納品後のサイト保守・広告まで、

⼀気通貫の「ワンストップ対応」を⾏います。

⾃社内⼀貫制作による“ワンストップ対応”

アクセス解析から潜んでいる課題を分析し、⾼精度な競合分析を⾏うことで、
最適なWeb戦略をご提案します。

Web戦略・マーケティングにおける“提案⼒”

01 STRENGTH

02 STRENGTH

03 STRENGTH



書 籍 紹 介

MEDIA

著者：⽯原隆志、野村圭（発売：2019年06⽉05⽇） 著者：⽯原隆志、野村圭（発売：2015年02⽉27⽇）



Web CREATE
Webサイト制作実績

“ただ綺麗なデザイン”ではなくビジネスを成功に導くため、目的を達成するためのWebサイトを

ご提案からデザイン、コーディングまでワンストップでご提供します。



WE Bサイト制作 実績

イー・アンド・イー・ソリューションズ株式会社
https://www.eesol.co.jp/

会社案内・採⽤ スマホ対応

WordPress

写真撮影

52ページ

〜500万

リニューアル前のサイトを制作してから5年程経過しており、経年劣化により実

態と異なる内容や、デザインが見づらくわかりにくいという声もあり、リニューア

ルを機会に新たなサービスに関しての情報発信し、[新規顧客の獲得]、[優秀

な人材の獲得強化]に貢献できるWebサイトにしていきたい。

Web CREATE

環境コンサルティング



WE Bサイト制作 実績

⼤同機⼯株式会社
https://www.daido-kiko.co.jp/

会社案内・採⽤ スマホ対応

WordPress

写真撮影

27ページ

〜300万

技術職の採用が困難な状況であり、人手・後継者不足という問題もあり、媒体

から訪問後の離脱も懸念されることから、リニューアルの話が浮上した。

また、コーポレートサイト自体もリニューアルからすでに4～5年経過しているこ

ともあり全面的に刷新を行いたい。

Web CREATE

動画撮影製造業



WE Bサイト制作 実績

株式会社マルハン
https://www.maruhan-east-newgrads.com/

採⽤サイト スマホ対応

WordPress

写真撮影

43ページ

〜500万

旧サイトではページの内容が古く、ページ構成自体も求職者が欲しい情報よ

り、自社が伝えたい情報が優先掲載されているため、リニューアルにあたり、

最新の内容の掲載と合わせて、求職者の求める情報へ構成を見直しリニュー

アルしたい。また、採用コンセプトに合わせた提案からデザイン、取材・撮影な

どを行って欲しい。

Web CREATE

アミューズメント



WE Bサイト制作 実績

名古屋⼤学⾼等研究院
http://www.iar.nagoya-u.ac.jp/

公式サイト スマホ対応

WordPress

写真撮影

19ページ

〜200万

自分たちで更新することができず、使い勝手が悪いWebサイトになってしまっ

ている。また、デザインも古く高等研究院が行っていることが伝わっていないと

感じている。学問の垣根を越え、新しい価値を創造する研究組織ということが

伝わるWebサイトにリニューアルしていきたい。

Web CREATE

学校・教育



WE Bサイト制作 実績

Lanialea株式会社
https://laniakea-tech.net/

会社案内サイト スマホ対応

WordPress 17ページ

〜200万

旧コーポレートサイトにて、コンテンツが不足しており、自社で構築したことも

相まってサイト訪問者のモチベーションを下げてしまうため、リニューアルを機

に新規取引先や求職者に対して、モチベーションが上がり、信頼感につなが

るサイトにしていきたい。

Web CREATE

システム開発

写真撮影



WE Bサイト制作 実績

デンメアティーハウス
https://www.demmer.co.jp/

公式サイト スマホ対応

WordPress 12ページ

〜200万

10年以上前に構築したサイトでデザインが古いため、デザインを全面刷新し

ブランディング向上を図っていきたい。

また、店舗情報や製品情報を拡充し、集客ができるWebサイトへとリニューア

ルを行いたい。

Web CREATE

システム開発

写真撮影



WE Bサイト制作 実績

株式会社ヴィジョナリーバンガード
https://v-vanguard.co.jp/

会社案内サイト スマホ対応

WordPress 18ページ

〜300万

新規拡大と求人をするにあたり、Webサイトで会社の信頼感向上、事業が有

益且つ魅力的に見えるようなデザインへ全面刷新し、リニューアルを行いたい。

Web CREATE

システム開発

写真撮影



WE Bサイト制作 実績

Web CREATE

株式会社ANAエアサービス松⼭
https://www.asmyj.ana-g.com/

採⽤サイト

航空会社

スマホ対応

WordPress

写真撮影

20ページ

〜150万

株式会社ANAエアサービス松山様の採用サイトを制作いたしました。

写真撮影や動画撮影・編集など多岐にわたり対応をさせて頂きました。

https://www.asmyj.ana-g.com/


WE Bサイト制作 実績

インドの恵み
https://indonomegumi.com/

サービスサイト

飲⾷店

スマホ対応

WordPress

写真撮影

12ページ

〜80万

現状サイトはあるものの集客（来店促進）、採用（求人獲得）のために新たにサイト

を刷新し、リニューアルを行いました。

Web CREATE

https://indonomegumi.com/


CAYU des Rois
http://cayudesrois.com/

サービスサイト

飲⾷店

スマホ対応

WordPress

写真撮影

22ページ

〜120万

飲食店では当時珍しいお粥専門店を展開する同店ではターゲットユーザーに

沿ったブランディングから、集客面までWebサイトをトータルでサポートをさせて

頂きました。

Web CREATE
WE Bサイト制作 実績

http://cayudesrois.com/


# 0 7

PROMOTION
広 告 ・ W e b 運 用

Webマーケティングの市場調査からシミュレーションを経て

費用対効果の高いWebプロモーションをご提案します。



広告 ・ W E B運用

PROMOTION

不眠治験募集リスティング広告
リスティング広告 LP制作

運⽤開始⽉ 運⽤開始後

広告費 0円 400万円
CV数 0件 273件

CPA ０円 14,652円

業界平均30,000円台のCPAを約1/2に下げ、
273件の獲得に。



広告 ・ W E B運用

PROMOTION

⽇本語教師募集リスティング広告
リスティング広告 LP制作

運⽤開始⽉ 運⽤開始後

広告費 60万円 60万円
CV数 18件 50件

CPA 50,000円 12,000円

運⽤コストはそのままで、CV約2.7倍に増加
CPAは12,000円までコスト削減に。



SYSTEM
WEBシステム開発

お客様のご要望以上のシステムを開発する確かな技術力とノウハウで

「頼んで良かった」といわれるWebシステム、アプリケーションを開発をします。



We bシステム開発 実績

SYSTEM

MEIKAI
http://www.meihoku-word.com/meikai/

文字起こしサービスのオンラインでの見積サービスとして開発。

WebアプリとしてのUI設計の他、業務自体の繁忙度の数値から自動で納期の設定を算出するように構築し、見積書

の発行、音声データの受け取りもオンラインで可能とするなど、一連の業務の開発を行いました。

P O I N T

⾒積ツール

Webシステム

http://www.meihoku-word.com/meikai/


We bシステム開発 実績

SYSTEM

株式会社アイシンク
https://www.i-think.co.jp/open-seminar/calendar/#/

プロジェクトマネジメントの資格取得のサービスに対して、個人、法人両方からのお問い合わせを取

ることが目的のWebサイトです。

提供している各講座への申し込みが散乱していたため、業務基幹システムとしてSalesForceを組み

込むのと同時期に、講座管理システムをWordPressを利用して構築しました。

講座を管理画面から追加することで、自動的に開催日カレンダーへの反映、申し込みフォームの生

成、申し込みデータをSalesForceへ連携保存させ、業務フロー全体を簡易化することに成功しました。

P O I N T

SalesForce連携

Webシステム

https://www.i-think.co.jp/open-seminar/calendar/


We bシステム開発 実績

SYSTEM

株式会社アナヴァンミュージック
https://enavant.jp/album/5204/

新規事業の立ち上げ時にWebサイトから音源のダウンロード機能を提供し、会員数を増やしたいと

いう要望でした。

他社では1000万を超える見積の中、WordPressを導入し仕様を目的達成のために最小限にするこ

とで1/3以下でのコストで構築を実現。

楽曲の試聴、まとめてのダウンロードから、各楽曲の管理面まですべて行えるように構築しています。

P O I N T

⾳楽ダウンロード

Webシステム

https://enavant.jp/album/5204/


PAMPHLET
カタログ・パンフレット

会社案内から製品カタログ、採用パンフレットまで幅広いご要望をお客様のビジネスを

分かりやすく伝えるデザインをご提供します。



カタログ・パンフレット 実績

PAMPHLET

株式会社ANAエアサービス松⼭
https://www.dropbox.com/sh/ch5qytw3uw5ysmm/AAAKeASDHHxWNq2J7up1_9bMa?dl=0

航空会社

採⽤パンフレット

4ページ

1000部印刷

~50万円

撮影有り

ホームページ制作と同時に採用パンフレットも制作。

主に事業所の説明を中心として作成しております。

表紙 中面



エヌアイシィ株式会社
https://www.dropbox.com/sh/oa7dc8r50oqsqym/AAD1mEC-1LH15EHQtZAZufxfa?dl=0

企画制作会社

商品カタログ

20ページ

500部印刷

中綴じ

紙︓特殊紙

フォントの商品カタログとしてリニューアルいたしました。

表紙には真ん中にあるロゴにニス加工し、印刷しております。

紙質にもこだわり、特殊紙であるグラフィックファンシー135kgを使用し

ております。マットな紙で高級感と落ち着いた紙で提案いたしました。

表紙
中面

~100万円

PAMPHLET
カタログ・パンフレット 実績



株式会社東進ビルシステム
https://www.dropbox.com/sh/mrh0qc7atcnvkcy/AABovjJfPMgdHrrTCJY_ibhma?dl=0

ビルメンテナンス会社

会社案内パンフレット

6ページ

500部印刷

~50万円

三つ折り

ホームページ制作と同時にブランディングとしてA4サイズの三つ折り

パンフレットの制作

表紙 中面

PAMPHLET
カタログ・パンフレット 実績



株式会社ちゅうえき
https://www.dropbox.com/sh/zy7xpqjmqhck2k7/AAAdkZLgb7FMIx602GYHEFmOa?dl=0

輸送会社

会社案内パンフレット

12ページ

500部印刷

~100万円

中綴じ

ホームページ制作と同時にブランディングとして横型A4サイズの会社

案内カタログの制作。

紙にもこだわり、上質マットで落ち着いたテイストで提案。

表紙

中面

撮影有り

紙︓特殊紙

PAMPHLET
カタログ・パンフレット 実績



株式会社⻑⾕川商店
https://www.dropbox.com/sh/kw2pn9snmhbn8f8/AAA7jxtGScage2Wg8_zUScqoa?dl=0

繊維会社

商品パンフレット

A5 / 20ページ

3000部印刷

~115万円

中綴じ

ホームページ制作と同時に40周年のセレモーに向けてA5サイズの商

品カタログの制作。撮影にも力を入れてハウススタジオ・モデルを選定

し、ブランディングの向上を目的とし作成いたしました。

紙にもこだわり、上質マットで落ち着いたテイストで提案。

表紙 中面

撮影有り

紙︓特殊紙

PAMPHLET
カタログ・パンフレット 実績



株式会社楽園
https://www.dropbox.com/sh/gq9gc137aknle7x/AACe7YXx4EO7bVRMqr7z6fQGa?dl=0

飲⾷会社

商品パンフレット

A5 / 8ページ

3000部印刷

~40万円

クロス⼗字折り

オリジナルのパンを取り扱っている会社の商品パンフレットを制作。

クロス十字折りでパンフレットを広げたサイズはA3サイズという規格で

商品を一覧で見えるよう提案したパンフレットです。

表紙 中面

PAMPHLET
カタログ・パンフレット 実績



#１８

LOGO / CARD
ロゴ ・名刺

お客様の思い描くイメージ、目的やコンセプト等を綿密に話し合い、

ビジネスと顔となる、効果的なアイデアを提案します。



ロゴ・名刺 実績

LOGO / BUSINESS CARD

株式会社RIVAWES
https://www.dropbox.com/sh/8v6le4z8q9li0df/AADQeXiQjEUZupi36KX0Fnina?dl=0

IT会社

100部印刷

ロゴ・名刺

紙︓特殊紙

~10万円

紙にこだわり、ハイブリッド紙の厚紙で会社の信頼性を高め、

ロゴマークにエンボス加工をし、ブランディング目的の名刺。

ロゴマークも制作しております。

表面 裏面

ロゴ



ロゴ・名刺 実績

最上テック株式会社
https://www.dropbox.com/sh/8v6le4z8q9li0df/AADQeXiQjEUZupi36KX0Fnina?dl=0

製造会社

100部印刷

ロゴ・名刺

~10万円

表面 裏面

ロゴ

LOGO / BUSINESS CARD



主要取引先

Main client

⼀般社団法⼈⽇本能率協会 / 公益社団法⼈⽇本⼯業英語協会 / 株式会社船井総合研究所 / 株式会社NTTマーケティングアクト / ⽇本エレ

ベーター製造株式会社 / ⼀般社団法⼈⼈材サービス産業協議会 / エン・ジャパン株式会社 / 公益社団法⼈⽇本⼩児保健協会 / 株式会社⼩

⽥原エンジニアリング / 株式会社トーヨーエネルギーファーム / 東洋アドレ株式会社 / 東急建設株式会社 / / ⽇本綜合警備株式会社 / ⽇

本鉄道電気設計株式会社 / 東京鋼材株式会社 / 中部国際空港株式会社 / 鐘通株式会社 / 国際機関太平洋諸島センター / 株式会社デンソー

ウェーブ / 株式会社サン・リット企画 / ⼀般財団法⼈平和・安全保障研究所 / 医療法⼈梨⾹会秋元病院 / みらい⼈材サポート株式会社 / 

ANA中部空港株式会社 / アサヒグローバル株式会社 / 株式会社トーヨー建設 / 他多数



事業コンセプト

CONCEPT

ただ綺麗なクリエイティブではなく、成果につながるためのクリエイティブを

企画、提案コンサルティングから、制作までワンストップで対応をいたします。

すべては“成果”のために。
お客様が抱えている問題の背景にフォーカスすることで

課題をロジカルな視点で明確にし、⽬的達成のために

価値あるクリエイティブをご提供します。

詳しく⾒る > https://grow-group.jp

https://grow-group.jp/


会 社 概 要

COMPANY

会社名 GrowGroup株式会社

設⽴ 2013年6⽉（2015年6⽉に株式化）

資本⾦ 1,000万円

名古屋本社 〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池3丁⽬12-20 KAビル6F
TEL︓052-753-6413 / FAX︓052-753-6414

東京オフィス 〒141-0022 東京都品川区東五反⽥5-22-37 2F
TEL︓03-5404-6921

営業時間 10︓00〜19︓00 （⼟⽇祝祭⽇休み）

業務内容

・Web制作及び、企画、コンサルティング事業
・カタログ、パンフレット制作
・ロゴ、名刺制作
・Webシステム開発 / アプリケーション開発

詳しく⾒る > https://grow-group.jp

https://grow-group.jp/

