














会社を更に美しく輝かせ、
新しい世界へシフトしよう。

わたしたちは広告のプロフェッショナルチームです。
最も先進的な IT と従来のアナログを駆使した広告展開を得意としています。
クライアントへ専門知識を提供し問題点の指摘・原因の分析・対策案を示して
企業の発展をサポートします。

それぞれのクライアントのニーズにあった営業戦略を行う戦略系コンサルティング、
IT を切り口に顧客のビジネス・経営に関わる
コンサルテーションを提供する IT 系コンサルティング、
企業経営における第 5の経営資源といわれるブランドを
戦略的に高める施策方策を行うブランド戦略系コンサルティングを最も得意としている
コンサルティングファームです。

各分野のエキスパートスタッフにより
アイデアとクリエイティビティで
あなたのプロモーションをサポートします。

企業イメージをあげるブランディングサポート
により、さらに美しく輝かせる
未来へシフトさせます。

あなたにとって素晴らしいこと。
それは最高のパートナーを見つけることです。
You found the best partner.

You found the best partner.

あなたにとって素晴らしいこと。
それは最高のパートナーを見つけること。



A4_6P折りパンフレット　変形三つ折り
W740mm×H210

中に巻く面表紙
148mm

148mm

210mm

210mm

297mm

297mm

295mm

295mm

表紙の裏

裏表紙［注文日］  2019-01-14 10:54:11
［カートNO］7858450

オフセット印刷／
ポスター印刷／A1ポスター
サイズ：594mm×841mm
または変型サイズ（B2～594mm×841mm）
用　紙 ：マットコート135kg
納　期：4日納期
カラー：両面カラー
数　量：400枚
印刷料金 42,180 円
巻三つ折
追加料金 1,820 円
追加納期 1 日
ロール梱包（ポスター）
追加料金 0 円
変型サイズ 
740 × 210mm
追加料金 0 円

【ご注文変更内容】
●変更前--------------------------------
納期　　　　　　：4日納期
オプション　　　：巻三つ折 追加納期1日,ロール梱包（ポスター）,変型サイズ
請求金額　　　　：28,354円
●変更後--------------------------------
納期　　　　　　：3日納期
オプション　　　：ロール梱包（ポスター）,巻三つ折【追加0日】,変型サイズ
請求金額　　　　：35,804円



SEO

SEO

お客様に響く
コピーライトや文章

サイトの自動更新
システム構築 (CMS)

事前の制作料金
シュミレーション

トレンドを取り入れる
IT流行コンテンツ提案

リクルートに最適な
ランディングページ構築

GoogleMAPの
情報更新サポート

Google
リスティング広告代行

Google 広告 SNSサポートランディングページ

シミュレーション CMSライティング

TRENDコンテンツ Google MAP LINEサポート

LINE 公式アカウント
構築・運営サポート

SNS広告（FB・twitter・
Instagram）サポート

Reason.16 Reason.17 Reason.18 Reason.19 Reason.20 Reason.21

デザイナーが作る洗練
されたWEBデザイン

WEB Design

Reason.6

PHOTO

豊富な写真やイラスト
イメージ素材から選定

Reason.7

Reason.8 Reason.9 Reason.10

補助金サポート アクセス解析 サイト更新

サイトのご提案

Reason.11

安心の適正価格
ベストレート

Reason.12

多彩な
補助金サポート

Reason.13

サイトのアクセス解析
やヒートマップ分析

Reason.14

安定したサイトの
更新体制

Reason.15

サイトの定期的な
利用改善提案

BEST RATE

Reason.1

日本全国対応

全国対応

Reason.2

多種多様な業種
プロデュース実績No.1

Produce No.1

Reason.3

知識豊富なWEB
プロデューサー窓口

IT STAFF

Reason.4

LINEチャットで
専門家に無料相談

LINEチャット

Reason.5

TV電話で
オンライン打合せ

テレビ電話

わたしたちがお客様に選ばれる２１の理由
ホームページ制作やアフターフォローの契約に重要な要素となる対応の品質と安心感、わたしたちはお客様に寄り添い、身近なITコンサルファームとして指示されてきました。
日本全国どこにいても直接お打ち合わせを行っている感覚でシームレスにご対応いたします。社内部署にITのプロフェッショナルチームを持つことが可能です。
新しいIT戦略時代のニーズに対応します。



わたしたちが素敵なデザインをお届けします。
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。



ご検討ご相談窓口はお客様のご希望方法をお選びいただけます。
何に手をつけていいかわからない。まずは色々な疑問を聞いてみたい。から
新しいHPを作りたい。定期的な保守をして欲しい。など、お気軽にご相談ください。
専門スタッフがご相談に的確にお応えいたします。

日本全国対応
わたしたちがすべてお答えします。

株式会社ADesign「エーデザイン」
〒311-4204 茨城県水戸市田谷町1970番地
phone  029-350-1777　fax  029-350-1778　mail  contact@adesign.jp
web  https://adesign.jp　open 10:00～19:00　定休日 土・日・祝日

いますぐ相談した方はこちら

029-350-1777
月曜～金曜 10 時～19時まで
（祝日・年末年始をのぞく）

電話 LINEチャット

テレビ電話の方はこちら

ZOOM Googleハングアウト

メールの方はこちら

フォーム メール

FORM
HPのアイコンをクリック HPのアイコンをクリック メールで直接ご相談

ハングアウトZOOM

TV電話で無料お悩み
相談をオンライン予約

TV電話で無料お悩み
相談をオンライン予約

日本全国対応

LINEハングアウト

contact@adesign.jp

Remote Meeting
リモートミーティング



わたしたちが素敵なデザインをお届けします

全12業種

お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。



Web Des ign Por t fo l io



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

神社・お寺 詳しくは
こちら



一般企業 詳しくは
こちら

わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

自動車販売 詳しくは
こちら

ADesign



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

土木・建築 詳しくは
こちら



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

薬局・薬剤 詳しくは
こちら



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

ゴルフ 詳しくは
こちら



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

病院
クリニック 詳しくは

こちら



住宅
リフォーム 詳しくは

こちら

ADesignわたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。



飲食店 詳しくは
こちら

わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

ADesign



歯科医院 詳しくは
こちら

わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。



ホテル
旅館 詳しくは

こちら
わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。



わたしたちが素敵なデザインをお届けします
お客様のホームページをWEBディレクターが監修し、専属のWEBデザイナーが洗練されたホームページをお作りいたします。
使いやすさと見やすさを考慮したデザインにより企業のブランディング・価値をあげるお手伝いをいたします。

動物病院
クリニック 詳しくは

こちら

ADesign



株式会社 エーデザイン

株式会社ADesign「エーデザイン」
〒311- 4204 茨城県水戸市田谷町1970番地 phone 029-350-1777  fax 029-350-1778   mail contact@adesign.jp 
https//adesign.jp  open 10:00～19:00 定休日 土・日・祝日You found the best partner.

あなたにとって素晴らしいこと。
それは最高のパートナーを見つけること。






