会社案内
概要
社名

有限会社さくらぐみ

所在地

〒158-0094

TEL＆FAX

03-6755-6337

E-mail

info@sakura93.com

設立

2005年5月

資本金

300万円

業務内容

ウェブデザイン、文案・コピーライティング、広告代理業務、PR業務、
イベント企画・施工、販促物制作など

主要取引先

（公社）玉川法人会、毎日新聞、ドコモ・ヘルスケア、エイ出版、DNP中部、岐阜新聞、
チューキョー、オズマピーアール、スギ薬局、マイナビ、キシダ化学、旭川医科大学、
テーラーメイド、三重重工業、ムーミン物語、小原、ジェイシフ、森建設
（順不同・敬称略）

東京都世田谷区玉川3-29-6-106

アクセス

東急田園都市線

東急田園都市線「二子玉川駅」から
三井住友銀行
玉川高島屋

246

三菱東京
UFJ 銀行

通り
玉川

厚木
街道

徒歩８分

S・C 南館

246
コヤマドライビング
スクール

諏訪神社

二子玉

多摩堤通り

川駅

多摩川

ウェブデザイン / ユーザーインターフェース(UI)デザイン / バナー広告デザイン
制作価格
企画

¥200,000～

デザイン

¥200,000～

HTMLコーディング

¥15,000～

素材（画像）
制作

¥30,000～

商品単品撮影

¥9,000～

文章作成（A4サイズ1ページ相当、企画・取材は別途）

¥20,000～

制作実績

・公益社団法人

サイトリニューアル

・航空会社「採用情報」 リニューアル・メンテナンス

・セミナー会社 サイト新規作成

・アミューズメントビル サイトリニューアル

・ブライダルクラフト販売 サイト新規作成

・台車販売サイト 新規作成

・業務システム開発会社 サイトリニューアル
・浄水器メーカーサイト 新規作成
・スーパーマーケットチェーン サイトリニューアル

・輸入家具販売会社サイト 新規作成

・不動産会社サイト 新規作成

・太陽光発電販売会社サイト 新規作成

・遠隔医療システム タッチパネル用UIデザイン

・証券会社 リクルート特別コンテンツ 新規作成

・製菓メーカー キャンペーンバナーデザイン

・社団法人 宅建取引業協会 サイトリニューアル

・アパレルOEM会社サイト 新規作成

・ハードウェアメーカー 楽天サイト新規作成・メンテナンス

・FX関連サイト 新規作成

・化粧品メーカー リクルート特別コンテンツ 新規作成

・医療法人社団 サイトリニューアル

・納税支援携帯コンテンツ
（期間限定） 新規作成

・市議会議員 サイトリニューアル

・ハードウェアメーカー企業 サイトリニューアル・メンテナンス

・製薬会社 キャンペーンサイト作成
・複合商業施設 サイトリニューアル

パンフレット/ カタログ/ 会社概要/ 名刺などデザイン制作
制作価格
¥100,000～

企画

¥30,000～

デザイン A4サイズ1ページ（表面のみ）カラー
印刷

1,000部 ¥20,000～

A4サイズ1ページ（表面のみ）カラー

ポスター
のぼり

10部 ¥50,000～

B2サイズ（表面のみ）カラー

ご相談ください

（オリジナルデザイン）

ご相談ください

フラッグ（完全オリジナル）

¥100,000～

会場装飾（イベント企画に合わせたもの）

制作実績

・建設会社 50周年記念誌

・冷凍ショーケース用ステッカーデザイン

・採用情報パンフレット

・広報用ステッカーデザイン

・旅グッズ紹介パンフレット
・長野県川中島住民自治協議会ロゴマークデザイン
・会社案内
・公益社団法人

・会社封筒、名刺、レターパッドデザイン
広報誌

・会社ロゴマークデザイン

・納税貯蓄組合連合会 広報誌
・温泉宿情報誌デザイン
・冷凍ショーケース
・店頭配布用

カタログ

ディスプレイカタログ

・イベント用告知ちらし、ポスターデザイン
・カレンダーデザイン

・エステティックサロン リーフレット

・商品券、ポイントカード、チケット、金券デザイン

・エステティックサロン 看板デザイン

・ポイントカード加盟店紹介リーフレット

・在庫管理システム製品カタログ

・改修工事会社

・化粧品用パッケージデザイン、リーフレット

・会社案内用

新聞折り込みチラシ
紙ファイルデザイン

文案・コピーライティング
業務内容
・商品企画書、商品スペックからの原稿起こし
・テーマに合わせたコラム
・インタビュー、取材（経営者・著名人･学生など）
・文章リライト
・企画書
・英文コピー
・座談会進行、原稿作成
・テープ起こし

制作実績
・NTT東日本社内ツール
（年間11回発行）

・健康食品カタログ
（年間5回発行）

・NTTコミュニケーションズBP向けツール
（年間6回発行）

・ギフトカタログ商品コピー

・ギフトカタログ特集ページ
・クラウドPOSシステムリーフレット

・健康食品会社会報誌（年間6回発行）
・医療機関リクルートガイド
・ジュエリーメーカー広報誌（年間4回発行）

・健康食品販促Book（月1回発行）
・派遣サイトお役立ち情報（月1回発行）
・遊戯業界ブログ執筆
（週2回発行）
・フリーペーパーコラム
（月1回発行）
・都内ホテルニュース
（月1回発行）
・英語学校Web広告（月1回発行）

・健康食品会社会報誌（年間4回発行）

・駅伝ポスター用コピー

・化粧品メーカー会員情報誌
（月1回発行）

・専門学校入校パンフレット

・首都圏地下鉄フリーペーパー

・通販カタログ
（家具・雑貨）
コピー

・高速道路P.A.情報ちらし
（月1回発行）
・医療機関リクルートガイド
・特殊車輌用 操作マニュアル
・オフィスビル内、飲食・テナント店舗情報ちらし
・新築住宅販売用パンフレット

・御朱印書籍執筆
・金融機関会員向け冊子
・介護医療院入所案内
・市立幼稚園入園案内

PR業務
業務内容
企業が社外に対してサービスや製品の内容を発信し、
認知度を高めるための「広報」活動。
社内に広報担当者が不在の場合でも、広報活動は可能です。
さくらぐみでは、特にIT関連企業様向けの広報業務サポートを得意としています。
企業規模に合わせて広報プランを提案いたしますので、
ご相談ください。

各種PRツール
ツールの制作

メディア対応

その他

企業イメージをアップさせる

雑誌、
Webを通じて

ユーザーイベント、

統一されたビジュアル

新製品・サービスを告知

CIキャンペーンなど

・会社概要

・ニュースリリース作成

・製品パンフレット

・ニュースリリース配信代行

・広報誌、
社内報

・メディアリスト作成

・ホームページ

・掲載記事まとめ
・記者発表会の企画、
運営

ウェブデザイン / ユーザーインターフェース(UI) デザイン/ バナー広告デザイン
制作実績
・通信機器メーカー
・ベトナム交通教本

製品カタログ作成
作成

2019

2018
・動物カフェサイト 新規作成
・業務用冷蔵機器輸入会社サイト 新規作成
・リネンサプライ会社サイト 新規作成
・飲食業会社サイト 新規作成
・嗜好品店舗サイト 新規作成
・店舗用冷却装置メーカーパンフレット
・エステティックサロン店舗WEB制作サイト
・駐日ベトナム人向け人材紹介サイト
・福祉施設運営会社WEBサイト
・不妊治療病院WEBサイト

・キャラクターシールデザイン
・ハードウェアメーカー サイトリニューアル

2017

2016

2015

2014

2013

2012

・公益社内法人 サイトリニューアル
・セミナー会社 サイト新規作成
・ブライダルクラフト販売 サイト新規作成
・業務システム開発会社 サイトリニューアル
・アパレルOEM会社サイト 新規作成
・FX関連サイト 新規作成
・医療法人財団 サイトリニューアル
・市議会議員 サイトリニューアル
・製薬会社 キャンペーンサイト作成
・複合商業施設 サイトリニューアル
・浄水器メーカーサイト 新規作成
・輸入家具販売サイト 新規作成
・太陽光発電販売会社サイト 新規作成
・証券会社 リクルート特別コンテンツ 新規作成
・社団法人 宅建取引業協会 サイトリニューアル

・商社サイト 新規作成
・化粧品輸入販売会社サイト 新規作成
・建築資材業会社 パンフレット制作
・印刷会社 会社案内制作
・建設会社 周年記念パンフレット制作
・特定業種向け教育用テキスト本 DTP作業
・都内商店街WEBサイト 新規作成
・玉川納税貯蓄組合会報誌 制作
・玉川法人会 青年部会広報誌
・原町サイン イベント用チラシ作成
・化学メーカー英語版WEBサイト 新規作成
・化粧品メーカーWEBサイト リニューアル
・化粧品容器及び外箱デザイン
・都内商店街イベント企画・制作
・原町商店連合会WEBサイト 新規作成
・建設会社向けパンフレット 制作
・静岡県小児科病院WEBサイト 新規作成
・エステサロン サイトリニューアル
・在庫管理システム開発会社 パンフレット制作
・不動産会社 サイトリニューアル
・金融業ランディングページ 制作

2011

2010

・スーパーマーケットチェーン サイトリニューアル
・不動産会社サイト 新規作成
・遠隔医療システム タッチパネル用UIデザイン
・製菓メーカー キャンペーンバナーデザイン

2009

2008

・航空会社「採用情報」リニューアル・メンテナンス
・アミューズメントビル サイトリニューアル
・台車販売サイト 新規作成

2007

〜2006

・ハードウェアメーカー サイト新規作成・メンテナンス
・化粧品メーカー リクルート特別コンテンツ 新規作成
・納税支援携帯コンテンツ（期間限定）新規作成
・ハードウェアメーカー サイトリニューアル・メンテナンス

