Company History

Company Data

会社沿革

会社概要

1989年 ７月 ● 会社創業開始（CADによる各種手書き図面の電子ファイル化）

1998年 3月 ● 電磁波シールドユニフォーム「ベストBOY」米沢市発明考案賞受賞
3月 ●「ベストBOY」山形県エクセレントセレクションデザイン受賞等

3月 ● 第２回しあわせ銀行産業振興基金「ベンチャービジネス奨励賞」受賞
3月 ● 米沢市生涯学習情報ネットワーク整備事業「鷹山大学ホームページ」制作委託

商

設

2001年 3月 ● オリジナル商品「牛革マウスパッド」開発

所

4月 ● 小規模商品開発補助金事業（財団法人ふるさと財団）採択

号 ジーエスデザイン株式会社

立 平成元年７月
在

地 〒992-1123 山形県米沢市万世町桑山4311番地
電話 0238-29-0100

「電磁波シールド対応型衣料品」の開発

FAX 0238-29-0200

U R L : http://www.gsdesign.co.jp

9月 ● 米沢市上杉鷹山公生誕250年記念事業ホームページ制作委託

E-mail : info@gsdesign.co.jp

2003年 8月 ● 2003年国民文化祭「米沢市」のポスター、看板デザイン・制作

資

11月 ● テレビユー山形（TUY）どよまん体操の唄“どよマンボVer.1.2 ”CD制作

業 務 内 容 各種デザイン制作（グラフィック、Web、パッケージなど）

2005年 1月 ● 山形県「おきたま体験観光」パンフレット制作

本

金 13,000,000円

11月 ● 有機EL研究所「ロゴマーク」制作

2004年 10月 ● テレビユー山形（TUY）フレンドパーク（TFP）ロゴマークデザイン

4月 ● とうほく組込み産業クラスタ・HP制作
4月 ● 米沢市児童会館各種印刷物・HP制作

Webシステム開発
広告代理業務

事務局受託

CI業務

印刷物全般

2008年 3月 ● 山形県「おきたま花回廊づくりハンドブック」制作

4月 ● 東北中央自動車道建設促進米沢協議会「東北中央自動車道」パンフレット制作

事務局受託代行

プランニング・デザイン制作

● ● ●

10月 ● 農水省 食料自給率１％アップ “ライブマルシェ”「おきたま興農舎様」出店
2009年 3月 ● 学園都市推進協議会「米沢生活便利手帳」制作開始

System

Webマーケティング業務

4月 ● 山形県「山形おきたま伝統野菜」パンフレット・HP制作

2007年 1月 ● 米沢市市民文化会館 HP制作

最 強のツールを︑お 届 けし ま す︒

8月 ●「川西町」のポスター・冊子など印刷物デザイン・制作

Graceful
会社案内

代表取締役 福崎 真知子

2000年 12月 ● 楽天市場掲載「あっぱれ山形 味・匠・遊」米沢市仕事創り協議会より
ベンチャー奨励賞受賞

Company Profile

現在継続中

11月 ● 仙台市藤崎デパートにて「天地人記念・米沢うまいものフェア」開催
12月 ● 米澤前田慶次の会・会報誌「米澤前田慶次瓦版」創刊

2010年 3月 ● 米沢市より委託「技あり米沢」工業編制作
4月 ● 米沢市より委託

地域ポータルサイト「よねざわネット」制作

11月 ● 米沢物産カタログ「米沢満載vol.2」制作

2011年 3月 ● 米沢市より委託「技あり 米沢」冊子

第2刊発行・HP制作

6月 ● 山形大学有機エレクトロニクス研究センター

ＨＰ（和文・英文）・ご案内カタログ（和文・英文）制作

6月 ● 置賜三十三観音巡りマップ・ご開帳パンフレット・ポスター制作

2012年 1月 ● みやぎ・やまがた女性交流機構

パネル展・HP制作

3月 ● 米沢市より委託「技あり米沢」1巻・2巻発行

3月 ● コンペにて獲得 米沢市「市勢要覧・tantよねざわ」企画・デザイン・制作

4月 ● 米沢のご当地ヒーロー“YOZAN戦士 アズマンジャー”による地域産業活性化事業
4月 ● 山形大学有機イノベーションセンターロゴマーク・HP制作

10月 ● フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院（山形大学）
各種印刷物・HP制作

2013年 1月 ● 山形県立米沢女子短期大学同窓会「さわらび会」60周年記念誌制作
受託事業

● ● ●

1月 ● 山形県置賜総合支庁

「置賜産農産物愛用運動推進事業」
（山形 おきたま食の応援団）

3月 ● 東京都文京区護国寺にて東日本復興支援イベントプロデュース
（山形 おきたま食の出店企画・アズマンジャ―出演）

9月 ● ICFPE国際会議予稿集（山形大学）

9月 ● Smasys2016冊子制作（山形大学）

9月 ● “日本・スペイン文化交流フェスティバル2016”印刷物一式制作

11月 ● ㈱データシステム米沢50周年記念誌制作

2017年 3月 ● 米沢しょく未来プロジェクト冊子制作

3月 ● COIスマート未来ハウス予約システム開発（山形大学）

4月 ● 一般社団法人 支倉常長日西文化協会 事務局受託

GS

美容室
公園

万世橋
至南原

万世
小学校

至南原

〒992-1123 山形県米沢市万世町桑山4311番地
TEL. 0238-29-0100
FAX. 0238-29-0200
U R L : ht tp://w w w.gsdesign.co.jp
E-mail : info@gsdesign.co.jp

八幡原
工業団地入口

至福島

8月 ● マルエー石油配送管理システム制作

至米沢市内

5月 ● 我妻榮デジタルアーカイブ2016 現在継続中

キムラ食品

テクノ
プラザ

八幡原工業団地内

5月 ● 置賜建設HPリニューアル

当社

万世郵便局

レストラン
ビッキ石

3月 ● システム創成工学科 求人システムHP制作（山形大学）

旬菜館
さかの

八幡原大橋

コンビニ

3月 ● 有機材料システムフロンティアセンターHP制作（山形大学）

オフィス
アルカディア

川

3月 ● NCV米沢センターHPリニューアル

県立米沢
工業高校

最上

JR山形新幹線

3月 ● 男女共同参画推進室パンフレット制作（山形大学）

イオンタウン

2月 ● 第10回 みやぎやまがた女性交流機構 パネル展

米沢駅東口

米沢駅

9月 ● 2015“支倉常長生誕祭印刷物”一式制作

2016年 2月 ● gatta! HP制作

至高畠

2015年 7月 ● たかはたファームHPリニューアル

ホテル
ルートイン

至山形

2014年 7月 ● フロンティア有機システムイノベーション拠点HP制作（山形大学）

Design
TOTAL SYSTEM DESIGN HOUSE

ジーエスデザイン株式会社

201706.500

デザインは、
ヒューマンコミュニケーションの
ツールとして！

Design

IT Marketing

デザイン事業部

I T・マーケティング事業部

デイリーインスピレーション
クリエイティブワークとはインスピレーション＝ひらめき。

インスピレーションをいくつ持っているかで、
デザインの質は大きく
左右されます。一つでも多くのひらめきを求めて、様々なところにアン

私たちは常にデザインの付加価値を追及しながら、お客様と
ともに感性を高め合い、ヒューマンコミュニケーションのツール
としてデザインを捉え、 一緒に歩んでいきます。 いつも新たな
視点で、お客様の発展・繁栄のためバランスに優れたより良い

自分の思い描くデザイン案を最大限に表現できるよう工夫していき

関係を築き上げるWebを提案いたします。

ます。

ジーエスデザインでは創業当初から一貫してグラフィックデザインを

会社として歩んできました。Web事業におけるホームページ制作は

1995年頃から開始しており、
その制作方法も進化させてきました。

私たちは、お客様の目的やターゲットを重視

し、分かりやすくバランスに優れ調和のとれた

これからも、29年間のノウハウを発揮したクリエイティブワークをご
提供いたします。

DESIGN
POLICY

より印象的に

Webサイトなどメディアミックスにより、企画・

■Webデザイン

「ホームページがあるだけでステータス」
の時代は、
もうとっくに終わ
りをつげています。
これからの時代は、作成したホームページを使っ
て目的を達成することが重要です。最新のWebマーケティング戦略
を展開し、
インターネットのパフォーマンスを最大限に引き出します。

Webサイト分析（無料で実施）

■ITコンサルタント

・キーワード分析

・ITソリューション

・ライバルサイト分析

・各種ITセミナー企画・実施

・ターゲット行動分析
米沢市の地域ポータルサイト
「よねざわネット」

■ホームページ制作

■集客、
販売促進の為のマーケティング戦略

・ホームページの新規制作

・Twitter、
Facebook集客

・SNS（Twitter、
Facebook、
Instagram）
との連携

■印刷物全般

常に時代をリードするWebマーケティング戦略

■Webサイト分析

・ホームページのメンテナンス

広告効果の高いデザインをご提供いたします。

企画とクリエイティブを基本とし印刷媒体や

従来の情報を羅列するホームページから脱却し、
よりお客様と密な

ます。
そして、一人ひとりのお客さまに喜んでいただける様、
ご提案し

広いクリエイティブワークでお客様のご要望にお応えする広告制作

より分かりやすく

多彩なWeb技術を駆使し、
お客様へ柔軟なアプローチ機能を持つ

ホームページ構築が可能です。

手がけてきました。CI、VI、
ブランディング、
コンサルティングなどの幅

デザインを考えご提案します。

Webビジネス戦略・展開をサポートする
Webソリューション

テナを張るのもクリエイティブワークでは、大切な仕事です。

集めた情報は的確に見極め、
それをクリエイティブワークに反映し、

事業部間の連携による一社完結体制で
よりよい各種デザイン・制作をご提案いたします。

・ホームページ更新用CMSの設置

・スマホやタブレットで見やすいレスポンシブデザインに対応した
ホームページの制作

・HTML5 CSS3 jQueryによる動きのあるWebの制作

・メルマガ配信
・クリック広告

■検索エンジン対策
（SEO・SEM・LPO）
・HTML最適化対策を駆使した内部SEO

デザイン構築・制作・印刷までトータルシステム

■パッケージデザイン

します。

■CI/VI計画

より個性的に

■イベント関係デザイン

し、広く世 代 を 超 えて適 確 に 分 かりやすく

■商品開発企画・提案デザイン

・オリジナルのホームページ更新用CMSの開発・運用

・コンテンツマネジメントシステム
（CMS）

■取扱説明書制作

（例：顧客管理システム、
商品管理システム、
部屋予約システム）

・商品管理システム

デザインによる、
より印象的なデザインを構築

私たちは、お客様の個性をより魅力的に表現
“心”に響くデザインを心がけます。

■Webのディレクション、企画、構築、設計、制作、運用
■会社案内、パンフレット、カタログ、ポスターなど印刷物全て
■ロゴマーク、ロゴタイプ、
シンボルマーク、サインなどの企画、制作
■写真撮影、
コピーライティング、文章作成
おかげさまで 2017年で 29年目を迎えました。
お客様のイメージ・売上・知名度のアップ等、広告の目的を存分に叶え、
更に分かりやすく印象的に、
より個性的にご満足いただけるデザイン
をご提案申し上げます。企業・店舗のデザインに関すること全てに
対応できます。
まずは、お客様のご要望をお聞かせください。

・メールフォームの設置

・ネットショップの作成、
完成後の運営コンサルティング
・WordPressを使ったホームページ制作
学生と地域を結ぶコミュニティ誌「ザワワ」

■Webシステム開発

■AR
（拡張現実）
アプリの開発

福崎 真知子

・顧客管理システム
・部屋予約システム

ARアプリの開発

米沢市市勢要覧「tantoよねざわ」

Factory Engineering
ファクトリーエンジニアリング事業部

Group company
有限会社

■UTM（総合脅威管理アプライアンス）
提案・販売
・最高のセキュリティで貴社のオフィスを保守

■自社オリジナルサイト企画運営

・ネットショップ “ストールライフ”、webマガジン “meets8”

■製品、冶工具、機械機器の設計、製作、
販売

ジャストコム

ワンストップ総合企画
販売促進、記念式典など各種イベントを、様々なニーズに合わせて
企画・ご提案し、
きめ細やかに運営いたします。

■各種イベントの企画立案・運営
・販促イベント

■設計トレース、
テクニカルイラストレーションの作成

代表取締役

・ネットショップシステム

・スマートフォン（iPhone、Android）上で動作するオリジナル

■電柱広告

■成形金型、
プレス金型の設計、製作、販売

ジーエスデザイン株式会社

■システム開発提案
・ブログシステム

・オリジナルの各種Webアプリケーションの開発

■店舗関係デザイン

・PPC広告を用いたSEM・LPO対策

・周年記念式典

・セミナー、講習会

・シンポジウム

・スポーツイベント

・タレント、パフォーマーのキャスティング

・文化イベント

■ソフトウェアの開発、設計、販売

・展示会イベント

・看板制作

・映画上映会

・音楽、舞台、ショーイベント
・着ぐるみ制作

■受託事務局
山形大学工学部
フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院

おきたまのおもしゃいを届けるＷＥＢマガジン
自社オリジナルサイト：meets8（みつばち）

■各種補助金、
助成金事業 セミナー企画・開催
※詳細はお問合せください

