
和歌山県IT関連事業者登録名簿

No. 法／個 事業者名 代表者氏名 郵便番号 住所 電話番号 E-mail 受注可能地域 創業・設立年 従業員数 URL 制作実績 事業者PR

1 法
株式会社システム
キューブ

田中　弘 640-8203
和歌山市東蔵前丁3-17　南海和
歌山市駅ビル7F

073-499-4803
info@sys-
cube.co.jp

0
※0は県内全域
（以下同じ）

平成21年8月 27人
https://www.hp-
wakayama.jp/

http://www.yoshida-lsys.com/
弊社はIoT・RPA・AI技術を活用し企業の大変革、DXへの取組をサポートするITコン
サルティング会社です。設立以来、様々な企業様のお困りごとを解決するべく、多
種多様なオーダーメイドのシステム開発を行ってきました。

2 法 西岡総合印刷株式会社 石橋　英二 640-8324 和歌山市吹屋町5-54 073-425-1341
ei@nishioka.co.
jp

0
昭和7年7月創業
昭和41年8月設

立
32人

HTTPS://www.
nishioka.co.jp

https://www.hakuaikai.net/
HTML5やWordPressでのサイト構築。スマホ対応サイト作成。SEO対策。
自社でECサイトを運用し、そこから得たサイト運用ノウハウをお客様にフィード
バックします。ECサイト構築もサポートします。

3 法 ブレインズ有限会社 長谷川　健介 640-8323 和歌山市太田736-5 073-463-1166
kensuke@brain
s.info

0 2000年2月 9人
https://brains.i
nfo

http://www.wa-hozenkousya.jp/
https://wa-rc.jp/

官公庁・地方自治体・民間企業の情報システム開発実績・ホームページ
作成実績は豊富です（100例以上）。また、リピートオーダーも豊富です。
詳しい実績は、https://brains.info/jisseki/をごらんください。

4 法
特定非営利活動法人和
歌山IT教育機構

鯵坂　恒夫 646-0001
田辺市新庄町3353-9和歌山県立
情報交流センターBig・U内

0739-26-4111
infomaster@wit
e.jp

0
2004年5月25日

設立
17人

https://www.w
ite.jp

https://www.work-life.co.jp
https://www.pluthree.com

和歌山県民に対して、コンピュータソフトウエア技術者を育成するための事業を行
い、和歌山県内のコンピュータ関連会社の発展と、それを活用した地域経済の発展
に寄与することを目的としたNPO法人である。

5 法 リノシステム株式会社 西本　雄一 640-8157 和歌山市八番丁9　県信ビル313 073-426-4277
info@lino-
system.co.jp

0 2010年 2人
http://www.lin
o-system.co.jp/

https://leaf-kaigo.com/
http://wa-room.com/

最新の技術を取り入れ、お客様にご満足していただけるシステムをご提供いたしま
す。

6 法
株式会社正和情報サー
ビス

尾花　正治 640-8226 和歌山市小人町6 073-433-3323
obana@seiwajo
ho.co.jp

0 1982年 14人
https://www.s
eiwajoho.co.jp/

http://w-houkan.com/
http://www.yatsunami.or.jp/

オンプレからクラウドへ！を合言葉に数十社のシステムをクラウドで提供していま
す。これからはいつでも・どこからでも・誰とでも繋がる。といった利便性、信頼
性、効率化を目指したシステム開発を行っていきます。

7 法
株式会社宮﨑エンジニ
アリング

廣﨑　清司 640-8482 和歌山市六十谷780 073-462-1261
info@miya-
eng.co.jp

0 1989年 6人
http://www.mi
ya-eng.co.jp

http://www.rakucare.net/
売上UP・新分野展開・生産性や管理の向上等を図ることで、経営力向上に資するシ
ステム作りを独創的独自技術により開発販売。既成概念を打破・革新的サービスの
新展開・DX 等により大変革を誘導した38 年の実績有り。

8 個 Smart Life Labo 奥山　駿介 641-0023 和歌山市新和歌浦5-5 073-488-3321
okuyama@sma
rtlife-labo.jp

0 2020年5月 1人
https://smartlif
e-labo.jp/

https://wkrc.co.jp/
https://sakaue-sekkotsu.com/
https://bracelethawaii.com/

ホームページの制作や、チラシ・ポスターなどの制作、WEBシステムの構築などな
んでもご相談ください。パソコン教室、プログラミング教室も行っておりますの
で、従業員様のスキルアップにもご協力させていただきます。

9 法 株式会社BEE 久保田　善文 640-8044
和歌山市板屋町22　和歌山中央
通りビル４F

073-494-3423
info@bee-
design.co.jp

0 2004年 14人
https://bee-
design.co.jp/

https://www.akatsuchi.net/
http://www.taninoplant.co.jp/

「わかるを作る」をコンセプトに和歌山市で各種デザインやサイト制作などの事業
を行っています。ITとデザインを結合し、お客様の課題を解決できるようサポート
させていただきます。

10 法
有限会社メディアマッ
プ

吉増　亨 640-8396 和歌山市畑屋敷西ノ丁88 073-428-7818

yoshimasu@wa
kayamatown.co
m

0 1999年2月8日 1人
https://media
map.jp/

https://f-kurimoto.com/ お客さんのご要望に合わせた効果の上がるホームページ作成を目指しています。

11 法 株式会社プロポーザル 山谷　卓男 649-6321 和歌山市布施屋669-3 073-465-3020
kanri@proposal
.co.jp

0 1991年8月1日 20人

https://www.pr
oposal.co.jp/in
dex.php

https://www.w-aaf.or.jp/
https://www.kyoto-
kenchiku.com/

2013年3月19日よりプライバシーマークを取得
2016年9月6日よりISMS取得

12 個 イーネクサス 西村　典綱 642-0024 海南市阪井909-3 090-9015-8512
n.nishimura122
1@gmail.com

1-6 2017年 1人 - https://good-right.com/
IT 活用のご相談から、アプリ選定、アプリ開発、導入支援、ホームページ、
EC 等、幅広くご対応致します。また、ネットワーク等のハード面の環境の
構築、運用も対応可能です。

13 法
一般社団法人クリエイ
ターズ

西　祥文 640-8214 和歌山市寄合町44 073-425-6331
info@creators.o
r.jp

0 平成26年12月 7人
https://www.cr
eators.or.jp/

http://www.wakagawapark.com/
http://kadacenter.jp/
http://sharetime.co.jp/
http://www.wakayama sailing.org/

障害者就労継続支援施設である弊社では、イラストを得意とする利用者が多く在籍
しておりオリジナルイラストでHP作成が可能です。指導者としてデザイン歴31年の
（有）パッシュの職員が指導致しますので安心です。

14 法 株式会社ダススタイル 前田　和彦 642-0001 海南市船尾260-6 073-460-2446
weboffice@das
-style.com

0 2009年 3人
https://www.d
as-style.com/

https://www.kuroshio.co.jp/
https://ryoutei-midori.jp/

企画から作成、更新に至るまでトータルにサポートし、まったくの初心者の方でも
安心頂けるような、SEO 対策装備の「誰にでも優しく」、「結果を生み出す」ホー
ムページを制作・作成しています。

15 法 株式会社第一製版印刷 松下　孝行 641-0036 和歌山市西浜1660-421 073-423-2166 tm@jprint.co.jp 0

昭和45年4月創
業

昭和51年4月20
日設立

35人
https://www.jp
rint.co.jp/

https://daiwakagaku.net/
ホームページ作成の目的は何か、これが最も重要なことです。このことをお客様と
綿密に打合せを行っています。また、Webマーケティングの見地から、SEO対策・
ネット広告等様々な提案・取組を行っています。

16 法 株式会社ワム21 上野　秀夫 642-0019 海南市重根西2丁目10-4 073-485-2121
info@wham21.c
om

0 2001年9月 15人
https://wham2
1.ever.jp/

https://e-akai.jp/
http://w-chuoh.com/

弊社は、ソフト開発、ホームページ作成、通信事業等、情報通信システムを得意と
する会社です。ホームページに至っては、すでに50社以上の実績があります。動画
制作も行なっております。

17 個
Houyhnhnm Design
Works

松島 司 640-8471
和歌山市善明寺48-1ソレアード
藤本502

073-496-0764 info@hdw.jp 0 2004年 2人
https://www.h

dw.jp
-

Yahoo!ショッピング創設当時より制作・運営管理を行っているECサイト（通販サイ
ト）スペシャリストです。PayPayモール、楽天市場等、日本の主要EC通販サイトの
作成が可能です。もちろん企業PRサイトの作成も可能です。

18 法 中和印刷紙器株式会社 玉置　佳睦 640-8225 和歌山市久保丁4-53 073-431-4411
soumu@chuwa
-print.com

0
創業1936年
設立1969年

85人
https://www.c
huwa-print.com

http://www.wakafu.co.jp/
http://seibunsya.co.jp/
https://www.gate-house.jp/
http://atarasiya.net/

創業以来、常に前進をスローガンにオーダーメイドの印刷物をお届けしています。
製品の企画からデザイン、製造、出版、ホームページ制作など自社一貫製造の特徴
を生かし、お客様の要望に幅広くお応えしております。

19 法 株式会社クレアネット 谷　美輝 530-0052
大阪市北区南扇町1-5　UAKビル
3F

06-4792-8281
tani@clarenet.c
o.jp

0 2008年6月 24人
https://www.cl
arenet.co.jp/

https://www.otokotsusya.co.jp/
https://www.oto-ryokomura.com/
https://www.tanikame.com/

クレアネットはネットの会社、WEBサイトを作る会社です。田辺市の秋津野ガルテ
ンに事務所を構え事業拡大中。デジタルマーケティングのプランニングから制作
ディレクション・運用まで行っています。
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20 法
合同会社BALANCE
OFFICE

吉田　崇弘 648-0101 伊都郡九度山町九度山1515 090-4490-8518
info@balance-
office.com

1-6 令和元年 1人
http://balance-
office.com/

https://88shikokuhenro.jp/
https://cocoblanc.co.jp/
https://grow-baseball.com/

見た目の綺麗さはもちろん、ユーザーの使いやすさにこだわったサイト制作で集客
～売上アップに貢献できるようご提案を致します。
また、WEB広告を使った販路拡大のご相談も承ります。

21 法 株式会社カデア 堅田　智之 640-8443 和歌山市延時178-3 090-8930-9618
Katada1107@k
adea.co.jp

1-6 2009年 2人
http://www.ka
dea.co.jp

https://nittyuu.co.jp/
https://wakayamabouei.com/
https://kusayama-parts.co.jp/

ヒアリングを重ねることでお客様のビジネスを深く理解し、お客様のビジネスを発
展させるホームページを制作しています。またホームページ制作を通しビジネスの
相談・改善の提案も行います。共に成長しましょう。

22 個 MDO 味村　誠吾 649-6248 岩出市中黒33 080-7747-4285
m_design_offic
e@mac.com

0 令和3年3月3日 0人

https://www.fac
ebook.com/mimu
radesignoffice

https://sgr ch.net
https://sub mod.ssl
lolipop.jp/darumae/

和歌山県を中心にホームページ制作やEC サイト作成を行っております。
EC サイトにつきましては、楽天・ヤフー・アマゾン等の構築の経験がございま
す。よろしくお願い致します。

23 法
株式会社グラフィック
ス

前田　和宏 640-8224
和歌山市小野町1-18 サンケイ丸
の内ビル2階

073-433-1223
grafix@waila.or.
jp

0
1999年（平成11

年）4月
11人

http://www.gra
fix.ne.jp/

https://www.marinacity.com/m
arinacity/
http://www.living-
wakayama.jp/

当社はクリエイティブデザインを核に、エディトリアル分野では自動組版システム
を活用したパブリッシングデザイン。Web・デジタル分野ではCMSを活用したweb サ
イトコンテンツの制作や、システム開発等を行っております。

24 個 kinari 山本　賢 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1645-4 0739-20-1638

yamamoto.desi
gn@zeus.eonet.
ne.jp

0 平成26年10月 0人
http://kinari-
design.jp/

https://www.marufuku-
unsou.com/
https://www.ryujinbus.com/

kinari DESIGNは人と人との関わりを良くするデザイン会社です。デザインを通じ
て、人・地域・企業・社会が持つ魅力や個性を発掘しより良いデザインの方法を共
に考えてゆける存在であることを目指しています。

25 法 株式会社Hackusha 大硲　神 641-0006 和歌山市中島180-1 050-3189-0035
contact@hacku
sha.jp

0 2018年 9人
https://hackus
ha.jp

https://kainan-nobinos.jp
https://www.saitokenso.com
https://kodo-backpackers-inn.com

売上や採用拡大に向けてデジタルをもっと上手く活用したい経営者様へ。中小企業
やスタートアップの集客に強いデザイン×マーケティングチームが6ヶ月で成果を
引き寄せる販促戦略を企画から運用まで支援します。

26 法
株式会社スマート・イ
ンサイト

森下　敦弘 642-0022 海南市大野中790番地8 073-498-7310
info@smart-
insight.jp

1-6 2007年 17人
https://smart-
insight.jp/

https://www.tamayura-
sato.com/

ヒアリングを元にホームページの目的や目標を定め、必要な機能を組み込んだスマ
ホに対応したデザイン・サイト構成を提案致します。負担になりがちな更新作業に
も対応し、継続的に成長できるよう改善提案を行います。

27 法
株式会社ピーシーチャ
レンジ

寺下　卓 641-0013 和歌山市内原853-15 073-448-2778
taku@pc-
challenge.com

0 平成10年9月1日 4人

https://www.
pc-
challenge.co

http://rid2640g.com/fujii
http://www2.w-shokokai.or.jp/hirogawa
https://kinokuni-fes.com

弊社はお客様のＩCＴ支援をする地元和歌山の会社です。特にホームページの制
作、ネット映像配信、システム開発、教育講習、機器レンタル、機器の販売修理、
データ復旧等、地域で必要なパートナー企業を目指します。

28 法
株式会社エムワンコー
ポレーション

広瀬　孟登武 641-0012 和歌山市紀三井寺763-7 073-441-7867
hirose@ukiuki-
wine.com

0 2006年6月 8人 -
https://paypymall.yahoo.co.jp/s
tore/wineuki/top/

和歌山県の中小企業者様及び農林漁業者様、各社様のホームページの制作、事業発
展に繋がるお手伝いをさせて頂きたい。弊社の今までのノウハウを存分に発揮させ
て頂きたいと考えております。

29 法
クロスメディア株式会
社

松川　武志 640-8157 和歌山市八番丁9　県信ビル2F 073-488-6302
info@crsmda.n
et

0

創業：平成31年
3月21日

設立：令和2年1
月15日

3人
https://crsmda
.net/

http://ueyama-hospital.or.jp/
https://suiankyo.com/

現在はPCからのアクセスより、スマホからのアクセスが多くなっています。当社は
スマホで閲覧した場合に特に注力しており、また、スマホへの広告が特に得意とし
ております。

30 法 TETAU事業協同組合 山本　賢 649-2102 西牟婁郡上富田町岩田1645-4 0739-20-1638 info@tetau.jp 0 令和1年5月24日 4人
https://www.te
tau.jp/

https://www.ryujinbus.com/
https://hatarakikata.design/k
oto-collabo/
https://ayukawasansou.jp/

課題解決・価値創造型の制作チームです。制作物をただ作るのではなく、事業の目
的の洗い出しや事業計画立案からご支援をしています。個人事業主のチームである
ため、全員が経営者であり、学び成長し続ける体制です。

31 個 いなか伝承社 田中　寛人 648-0402 伊都郡高野町東富貴519-2 0974-86-1139
inakadss@gmai
l.com

0 2013年 1人
https://www.in
akadss.org/

https://www.negoronuri.org/
今後、生き残るために、モノ（商品）とコト（様々なジャンルの提供サービ
スや体験）の発信や販促ツールの導入のお手伝いを致します。
SEO対策もできます。

32 法 株式会社ウイング 松下　忠 640-8411 和歌山市梶取17-2 073-453-5700
mail@w-i-n-
g.jp

1-6
創業1972年11月
設立1981年6月

23人
https://w-i-n-
g.jp

https://shingu-unso.com/
http://shobutani.co.jp/
https://www.ja-wakayama.or.jp/

印刷物の制作を中心とした多様なメディアを通して、お客様の課題解決に取り組ん
でいます。ホームページをはじめ、看板や社内印刷物のトータルデザイン、広報支
援のお手伝いをさせていただきます。

33 法
株式会社ファースト
オーエー

中谷　孝志 649-6337 和歌山市田屋216-5 073-464-3557

k-
hayashida@firs
t-oa.jp

0 1994年 35人
http://www.firs
t-oa.jp

http://www.kinsetsu.com
当社は、ＩＣＴ・ドキュメント専門事業で２７年の業歴、サイネージ事業（画像）
で１７年の業歴、測量機器販売保守で７年の業歴を有し、和歌山県全域をサポート
するサービス体制を持っている企業です。

34 法 株式会社フリーディア 中部　尚毅 641-0007
和歌山市小雑賀714-1 クロー
バービル小雑賀5A

073-436-5757
info@freedia.co
.jp

1-4 2016年 1人
https://www.fr
eedia.co.jp

http://www.urakawa-ltd.co.jp
https://www.la-mia-casa.net

業務システム（販売・仕入管理、生産管理等）やWEBサイト制作（HP、ECサイト）
など幅広く対応可能です。WEBサイトでの受注データの業務システムへの自動連携
や、お客様へのLINE通知などの実績もあります。

35 法 ROCKET DIVE株式会社 坂上　裕信 649-2105 西牟婁郡上富田町朝来679-1
0739-20-5572
080-3854-6030

info@rocketdiv
e.biz

0 2020年12月1日 0人
https://www.ro
cketdive.biz/

https://kamitonda-sports-salon.com/
https://www.yoshihei.jp/
https://www.liv-aa.co.jp/
https://www.black-lion.jp/

目的・目標・ターゲットを明確にし、結果が出るよう全力を尽くします。利益を上
げられるよう「一生サポート」します。

36 法
株式会社クラウドエー
ジェント

今村　哲朗 640-8377 和歌山市新堺丁9 073-422-2050
info(at)cloudag
ent.co.jp

0 2010年 1人
http://www.clo
udagent.co.jp/

https://arikama.jp/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/
arikama/

ホームページ制作・Yahoo!ショッピング開設や広告作成業をしております。弊社は
クライアントと私たちと社会が良くなる「三方よし」を考えて行動し、成長できる
関係を築き信頼いただける企業づくりを目指しています。

37 個 チャッカプレス 鈴木　雅士 649-2322
西牟婁郡白浜町内ノ川1006番地
の17

090-3261-8187
masashi@chak
kapress.jp

6 平成30年 0人 - http://www.sennari1.com 当社は印刷デザインを中心とし、ホームページ、SNS広告や各種広告、看板等のデ
ザインを「お客様目線」をモットーにトータルにサポートさせていただきます。

38 法
ダイナリンクス合同会
社

松井　康成 641-0051 和歌山市西高松2-5-18 090-5090-8250
info@dyna-
links.com

0 2018年7月23日 1人
https://www.d
yna-links.com/

https://www.rozyhotel.com/ho
me

コストを抑えたサイトからクオリティの高いサイトまで対応可能です。
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39 法 ASMILE株式会社 酒本　正志 641-0013 和歌山市内原1000番地の1 073-446-4300 - 0 1984年10月 74人
https://www.asmile
.co.jp

https://ume.com/
令和3年4月和歌山ゼロックスより社名変更致しました。
ホームページ、ECサイトの構築、クラウド利用、補助金申請支援など、トータル的
なご提案をさせて頂いています。

40 個
デザインオフィスシル
ベ

碓井　裕也 644-0044 日高郡美浜町和田1138-324 0738-20-1362
usui@sirube.ne
t

0 平成28年1月4日 1人
https://sirube.
net

https://k-sanchoku.com
日高郡にあるデザイン事務所です。
製品デザイン、カタログデザインなど様々なデザイン業務のノウハウを活かし、お
客様の要望に合わせたwebサイト制作を行っています。

41 個 川嶋鉄工所 川嶋　大輔 647-1731 田辺市本宮町本宮569 090-6270-0433
info@kawashim
atekkojo.com

0 2017年3月 0人
https://kawashi
matekkojo.com/

https://www.mugenkenchiku.com/
https://hanaharu4939.net/
https://totalbodycreate.com/

東京の広告制作会社で7年間勤務。CM監督として企業CM・PVなどを担当。その後、
楽天・Yahooで海産物売上No1のECshopのデザイナーとして運用全般を担当。現在は
映像、Web、紙媒体をデザイン。

42 個 オレンジデザイン 大成　文朗 641-0003 和歌山市坂田586-22 090-9620-5774
ohnaru23@o-
genome.com

0 平成22年 1人 - https://www.kusumotoya.jp 動画制作、グラフィック、パッケージ、WEBデザインなど、お客様の要望に合わせ
て、企画を立案します。

43 法 株式会社紀伊民報 小山　雄希智 646-8660 田辺市秋津町100番地 0739-22-7171 info@kiilife.jp 0 明治44年2月11日 80人
https://www.a
gara.co.jp

https://original-stencil.com/
http://www.nishijima-fudosan.co.jp/
http://www.yamada-fudosan.jp/

和歌山県南部を中心に夕刊紙を発行している新聞社です。200サイト以上の制作実
績があり、全国からアクセスがあるニュースサイトや、地域密着の生活情報サイト
などと連携したサイト提案をできることが強みです。

44 法 株式会社IRODORU 秦 健太 649-0313 有田市千田137-5 050-8880-6531
info@irodoru-
web.com

0
創業：2020年
設立：2022年

2人
https://irodoru
-web.com

https://meyleebride.jp/
https://can-d-tuft.com/

ホームページ制作、ネットショップ作成、動画制作、Web活用サポートを行なって
います。和歌山県特化の地域密着で安心。洗練されたデザインとマーケティング力
が強み。従来の3分の2程度の費用で制作可能です。

45 法 株式会社BUFF CREATE 松下　拓真 640-8283 和歌山市出口中ノ丁29 090-9713-3449
buff.create@gm
ail.com

0 2020年 2人
https://buffcre
ate.com/

http://yuasajyo.jp/
https://www.mpjc.co.jp/
https://yasumura-v.com/

HP制作・運営を中心に、写真や動画、Web広告等ワンストップで対応可能です。中
小企業及び個人店様の集客を目的とした依頼が多く、HP制作だけで無く、HPから販
路開拓に繋がる様に、HPを育てていく事を重視しています。

46 個 報道ワカヤマ 藤原　無我 641-0021 和歌山市和歌浦東2-4-63 073-446-5959

hodo-
wakayama2005@be
ige.plala.or.jp

0 2005年2月3日 0人
https://hodo-
wakayama.net/

http://kishou-w.jp/
2021年度は販促ツール作成支援事業を活用し、3社のプロモーション動画の撮影・
制作と1社のHPを作らせて頂きました。依頼者様と共に作り上げていく楽しさを改
めて実感、喜んで頂き嬉しく思っています。

47 個 m art space 齊尾　茉里 640-8453 和歌山市木ノ本456-20 050-3578-1624
contact@m-
artspace.com

0 2015年7月10日 1人
https://m-
artspace.com

https://hatsusakurashuzo.com
https://haginodenki.com
https://aridakusugin.com

お客様のチャレンジをデザインで応援します。ウェブサイト制作以外にも商品や販
促物のデザインやプロモーションなど、はじめての方でもわかりやすくサポートさ
せていただきます。

48 法
デジタルフィールド株
式会社

籔内　公明 646-0033
田辺市新屋敷町79-17　美浜中ビ
ル3F

0739-81-3777
info@digitalfie
ld.co.jp

0
創業2005年10月
/設立2008年4月

3人
https://www.ra
scasse.jp/

https://www.southterrace.co.jp
/

ヤフー株式会社、Google合同会社、LINE株式会社等、主要なインターネット媒体の
正規代理店として登録されておりますので、インターネット広告の運用等、お気軽
にご相談下さい。

49 法
有限会社リフレわかや
ま

児嶋　隆也 647-0015 新宮市千穂1-7-1 0735-22-9216
info@rifnet.or.j
p

0
創業平成7年1月
（設立平成9年2

月18日）
6人

http://www.rifn
et.or.jp

http://sunlight-aline.jp/
新宮市にて、パソコンショップリフレとして、販売と修理・設定、平成８年６月イ
ンターネットプロバイダを営業開始などコンピュータ関連事業を進めより多くの方
のお役に立つように努力しています。

50 法 有限会社Waam 田中　大介 646-0005 田辺市秋津町183-5 0739-25-7000
waam@themis.
ocn.ne.jp

0
平成17年1月25

日
1人 -

https://www.oto-tourism.jp/
https://plus-agri.org/

主要業務は小ロット印刷からの印刷業務全般及びホームページ・ウェブ広告・各メ
ディア広告・パッケージのご提案・制作となります。

51 法 株式会社ビズコム 谷口　道彦 641-0055 和歌山市和歌川町7-39 073-498-5511
info@biz-
com.jp

0
2005年4月創業
2019年5月設立

0人
https://www.bi
z-com.jp

https://www.ooki-denki.com/
http://sansui-kai.net/index.html

弊社は、ホームページ作成・各種通信事業等を行っております。
コストを考えたホームページ作成、ネットワーク等などのご相談は
お気軽にご連絡下さい。

52 法 株式会社ユニワールド 江川　正文 649-0314 有田市野393-2 0737-82-0663
ekawa@uniworl
d.jp

0
創業：1996年
設立：1999年

96人
https://www.u
niworld.jp/

https://www.hatakenoie.com/
弊社の作業着・農作業着専門ＥＣサイト『畑乃家』の作成・運営ノウハウを活か
し、県内の農林漁業者の皆さまのホームページ作成・デジタルマーケティングなど
ＩＴ化を支援させていただきます。

53 法 日新電機工業株式会社 小坂　亮輔 640-8119 和歌山市和歌町13 073-422-5722
info@nissinden
ki.jp

0 昭和63年 3人 - https://junrelo.org WEB関連のご相談ならお気軽に、ウェブ解析士資格を持つ担当者が対応させていた
だきます。

54 法 中紀ビジネス株式会社 礒﨑　茂 644-0013 御坊市湯川町丸山25番地の3 0738-22-7213
info@chuki-
bm.co.jp

0 昭和46年12月27日 10人
http://www.ch
uki-bm.co.jp/

https://ja-fukushi.or.jp/
http://www.nakamotosash.jp

OA 機器及びソフト販売を中心に、和歌山全県においてサービスを提供して
おります。コロナ禍の中、リモートを利用して売上向上の為のホームペー
ジ作成・EC サイト構築・LINE の連携等に力を注いでおります。

55 個 Sunny企画室 大橋　二也 649-6339 和歌山市弘西844-13 090-1076-6756
Sunny201701@
gmail.com

0 2017年1月 1人

https://sunnypl
an.jimdofree.co
m/

https://www.ume1978.com/
https://www.yuukinokitchen.com/
https://www.okaya-kk.jp/

ライティングやデザイン、ディレクションの実績がある編集者の目線からホーム
ページの内容を組み立てて行きます。企業様の内容を分かりやすく伝えるホーム
ページをお作り致します。

56 法 サンケイ広告株式会社 海老江　公司 640-8224
和歌山市小野町1丁目18　サンケ
イ丸の内ビル3F

073-433-1221
wakayama@wa
ila.or.jp

0 1947年 23人
https://sankei1
947.jp/

https://www.wakayama-toyota.jp/
https://www.fujitodai.com/
https://www.mod.go.jp/pco/wakayama/

ＨＰ制作、ＷＥＢ・ＳＮＳ広告などのデジタルマーケティングから、テレビ・新
聞・雑誌・ラジオ・交通広告・折込チラシ・パンフやポスター制作、イベントまで
総合広告代理店としてトータルプランニングいたします。

57 法 株式会社和歌山新報社 津村　周 640-8043 和歌山市福町49番地中橋ビル4階 073-433-6111
shimpo@titan.o
cn.ne.jp

0 平成12年6月1日 21人

https://www.w
akayamashimp
o.co.jp/

https://la-romanee.jp/
https://teppan-sakagura.com/
https://wanoukikumiai.com/

和歌山市を中心に日刊地方紙「わかやま新報」を発刊しています。ホームページ制
作事業では、簡単に自分で更新ができるＣＭＳ（ホームページ管理システム）を採
用しています。店舗をわかやま新報で紹介致します。
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58 法 合同会社SOTSULOG 苆野　允洋 649-2106 西牟婁郡上富田町南紀の台30-17 090-6666-0058
info@sotsulog.c
om

0 2020年7月15日 2人
https://sotsulo
g.com

https://sotsulog.com/results
/

テンプレート型デザインではなく、１からお客様のご要望に合わせたオリジナルの
HP制作をしております。動画を埋め込みたいやイラストを取り入れたい、SEO対策
など幅広く対応可能です。

59 法 株式会社日高新報社 津村　周 644-0011 御坊市湯川町財部604 0738-24-0077
simpo@axel.oc
n.ne.jp

0 昭和3年9月13日 27人

https://www.
hidakashimpo
.co.jp/

https://totalclean-gobo.com/
https://tsushin-nanryo.jp/
https://akiyamaforwarding.co.jp/

当社は創業90年以上の実績ある地方新聞社です。ホームページの制作では、デザイ
ン性の高いテンプレートを使用し、スマホにも対応。ホームページ運営に大切な更
新作業もサポートしております。

60 法 株式会社スタジオゼロ 小野田　賢治 640-0421 紀の川市貴志川町北1296-7 0736-65-2041
info@studio-
zero.co.jp

0 2008年 3人

http://hotta-kenji.com
http://studio-
zero.co.jp/studio-
zero.co.jp/Home.html

https://www.maruwa-wk.co.jp
https://www.kii-shoufuuen.jp
https://oyodo-ptex.com

映像制作、イメージ写真、イラストなど、コンテンツのクオリティを重視しており
ます。

61 個 sky choice 永坂　英嗣 648-0085 橋本市岸上186-2 090-7111-4441
sky.choice2021
@gmail.com

0 2021年 3人
https://skychoice2021.wi
xsite.com/website

https://kouyaseikotsuin2010.wi
xsite.com/website

撮影・編集・ホームページ作成まで一括しておこないますので、スムーズにおこな
えます。

62 個 AHS 出口　貴広 646-0038 田辺市末広町3-34-1F 0739-34-2956
info@ahs-
web.com

0 平成24年 1人
http://ahs-
web.com

http://esakatwinreverb.com
http://gamba-family.net
http://miyamoto-kensetu.com

エンターテイメントに関わる幅広い事業を展開している弊社では、ウェブデザイン
から映像制作（撮影・編集・CG 制作）までワントップで対応が可能です。モデル
の手配なども自社で行っております。

63 個 クレアプラン 松阪　孝行 649-2211 西牟婁郡白浜町156-91 090-6965-9816
support@crea
plan.jp

6、7 2010年4月 0人
https://www.cr
eaplan.jp/

- ホームページ制作・ECサイトの構築をメインで行っています。
紀南を中心に活動しておりますので、お気軽にご相談ください。

64 個 フレームワークス 清家　真也 649-6422 紀の川市花野169-2 090-6049-7076
seikeshinya@
gmail.com

0
令和3年（2021

年）5月
3人 -

http://esthetic-laugh.com/
https://frameworks.localinfo.jp/

デザインや広告制作で培った経験をもとに、‘伝わりやすい’ホームページの提案
を心がけています。また、コストについてもご意向に合わせ対応させていただきま
す。補助金・助成金の活用についてもご相談ください。

65 法 株式会社サンクス 西原　隆裕 646-0026 田辺市宝来町26-23 0739-25-7651
info@thanks-
jsd.com

0
創業平成3年9月
設立平成7年5月

3人
https://thanks-
jsd.com

https://kinohomare.co.jp/
https://sakamoto-nokami.jp/

WEBサイト制作、業務用基幹システムの開発・保守をはじめとしたIT関連業務を
行っています。PCの購入から事業に必要なシステムの構築、サイト開設など弊社で
一括して対応することができます。

66 法
有限会社ホワイトベー
ス

出水　孝典 640-8305 和歌山市栗栖755-1 073-472-1188
onoda@white
base-ad.jp

0 2004年 5人
https://whiteb
asead.jp/

https://wakayama-aridaiju.jp/
https://aridagawa-animeworld.jp/
https://osako-kenchiku.jp/
https://www.share-tokyo.jp/

ホームページ制作はもちろん、システム開発や動画制作、ブランドコンサルティン
グまで幅広くサポートいたします。

67 個 Botanica 山本　恭子 649-1221 日高郡日高町志賀310-8 050-3690-2862
yamamoto@bot
anica-d.com

0 平成25年9月 1人
http://www.bot
anica-d.com/

https://www.loin-ryujin.com/
https://ume-hamada.co.jp/

個人、法人を問わずお客様のご要望に沿ったwebサイトやオンラインショップを制
作しています。カタログ、パンレット等トータルでご提案可能です。

68 個 mellow design 森本　篤史 644-0002 御坊市薗350-15 大浜ビル3階 090-5047-5420
morimoto@mell
owdesign.net

0 2019年 1人 - https://housecode.jp 各種印刷物のグラフィックデザインから写真・動画撮影、WEBデザインのディレク
ションから制作までトータルで手掛けさせていただきます。

69 個 音企画WIZ Work 中川　彩 649-2333 西牟婁郡白浜町中1696-5 0739-34-8773
nakagawa@wiz
work.info

0 平成27年 0人
https://wizwor
k.info/

https://youtu.be/VW0vB0ywjU0
https://youtu.be/Vl26_FMkGTg
https://youtu.be/YDGgcillivg

今は特にインターネット動画広告に力を入れています。協力事業所様と連携と取っ
て制作しています。様々なリサーチを元に、目的と時代に合った最高の広告をご提
案いたします。YouTube動画広告等いかがですか。

70 個 藤デザイン 藤原　翔吾 649-1113 日高郡由良町大字阿戸358-2 080-3862-4417
yurafujidesign
@gmail.com

5 2018年 0人

https://white-
bouquets.com
/author/fujide
sign/

https://wakayama-hidaka-
history.jp/
https://hara-kenchiku.com/
https://yura-kinkado.com/

WEB制作とポスター・チラシ制作を主に取り扱っております。360度撮影も始めまし
た。

71 法 株式会社ロジック 今井　順子 640-8425
和歌山市八番丁9番地 パーク県
信ビル5-506

073-427-1898
info@logic-
japan.co.jp

0

営業開始:平成4
年5月

法人設立:平成
10年12月

10人

http://www.lo
gic-
japan.co.jp/

https://www.kotake-farm.jp/
http://kurihara-toso.com/
http://www.gakurenkan.jp/

弊社は総業以来、和歌山県下の林業従事者向けの業務用プログラム制作を中心に展
開してまいりました。最近では原木市のオークションサイトの構築や、数多くの
Web制作を手がけております。

72 法 株式会社blow-in 土谷　洋平 649-7151 伊都郡かつらぎ町東渋田325-4 072-468-8786
hello@blow-
in.net

1、2、3 2013年 24人
https://blow-
in.net

https://www.taishoboseki.co.jp/
https://www.katsuragi-kanko.jp/

当社はグラフィックデザインやホームページ制作等、各種デザイン＆製作を行って
おります。また、飲食店経営やメディアサイト等の運営も行っており、様々な事業
で得られる知識と経験で皆様をバックアップいたします。

73 法 有限会社ワイズプロス 西脇　商次 640-8303 和歌山市鳴神904-12 073-424-2992
takibit@waka
yamasite.com

0
平成元年7月14

日
3人

www.wakaya
masite.com

https://www.pref.wakayama.lg.jp/bcms
/prefg/000200/nagomi/w34/index.html
https://takibit.com/

単なるHPの制作だけでなく、撮影やテキストの作成、そして制作した動画などとの
連携により、 HPを立体的で魅力的なコンテンツを作ることを得意としている。

74 個 WEB SHOW 中嶋　直喜 646-0036 田辺市上屋敷三丁目13番9号 090-1893-9085
ma@websho
w.love

0 2020年12月 0人
https://webs
how.love

https://kubokihoken.co.jp/
WEBから自然と集まる！あなたのWEB集客を分析し、必要なところだけをオーダーメ
イドで提供!
・WEB集客の「わからない」「面倒」を解決！
・売れる仕組みができてお客さんへのサービスに集中できる

75 法 株式会社ねじ庄 中嶋　啓一 649-2211 西牟婁郡白浜町814番地の6 0739-42-4008
ma@nejisho.c
o.jp

0 1964年6月1日 1人
https://nejish
o.co.jp

https://acslp01.senjojiki.com
飲食店さんへ。
50年以上飲食店さんとお付き合いし、地域密着で集客支援と売上アップをサポート
してきた南紀白浜の酒屋「ねじ庄」が、飲食店に特化したインターネットを使って
お客さんを集める方法を実施します。
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76 法 株式会社WEBESTIE 中嶋　直喜 646-0036 田辺市上屋敷三丁目13番9号 090-1893-9085
ma@webestie
.co.jp

0 2020年12月1日 1人
https://webes
tie.co.jp

https://ricejapan-ac.com
WEB集客の「わからない」「面倒」「苦手」を解決！
戦略立案からHP制作、運用までをまるっとフルサポート
あなたの会社に最適な集客方法を提供します
・より多くの人に知ってもらえ会社の売上がアップ

77 法 株式会社4CYCLE 田井中　慎 646-0035 田辺市中屋敷町54 080-5017-2948
kinemura@4c
ycle.jp

0 2008年 2人
http://4cycle.j
p/

https://hc.jwu.ac.jp
https://www.nttdocomo-v.com
https://www.nichibun-g.co.jp/chubi/
 http://trainart.jp/

HPだけでなく目的に合わせSNS他の周知の為に必要な企画もご提案しご希望に応じ
て実施まで行います。

78 法 株式会社ヒトノハ 岩倉　昂史 649-4452 東牟婁郡古座川町蔵土1-2 080-2465-7714
takashi.i@hito
noha.com

0 2020年10月1日 9人
https://hitono
ha.com/

https://hanayama-
unsou.com/
https://nachikan.jp/

和歌山県古座川町を拠点とするデザイン＆コンサルティング会社。紀伊半島を中心
に、ローカルの様々な分野の事業のプランニングから、WEBサイト制作、広告制
作、WEBサイトの運用まで行っています。

79 個 Tsumugite design 吉岡　徹 649-6216 岩出市野上野15-3 090-3496-1706

y-
toru@mub.big
lobe.ne.jp

0 2018年7月1日 1人

https://www.t
sumugite.site
/

https://www.potagerfd.co.jp/
https://www.wakayamatabito.com/
https://enishi-japan.co.jp/

企業の想いを納得できるまでチームで考え抜き、ブランディング戦略を企画設計か
らデザインまでご提案します。ホームページ・動画・パッケージ・写真・印刷物な
ど。多言語対応【英語・中国語・インドネシア語】

80 法
株式会社アイピークリ
エイト

児玉　和久 649-6273 和歌山市東田中17番1 073-477-6776
sales@ipcreat
e.co.jp

0 1989年12月 16人
https://www.i
pcreate.co.jp/

https://www.matsugeya-
headspa.com/
https://www.pulankobo.co.jp/

さまざまな業種の制作実績を基にお客様の課題や目的に合わせたWEBサイト作りを
得意としています。WEBサイトのリニューアルやスマートフォン対応、WEBカタログ
など非対面営業に活かせるサイト作りをお手伝いいたします。

81 個 LifeStyle Film 村井　克貴 648-0101 伊都郡九度山町九度山747-30 090-8205-3106
xx.mk217@icl
oud.com

0 2020年 1人

https://xxmk21
7.wixsite.com/k
atsukimurai

https://youtu.be/MkcV5Rzyi
SY

映像クリエイターの村井と申します。九度山町在住で、以前は銀行に勤めてお
りました。和歌山がとにかく大好きで、和歌山全３０市町村をPRする『ワカ
マル30FILM』を運営しており、シネマカメラやドローン等も使用可能です！

82 法
株式会社はりまぜデザ
イン

角田　誠 640-8152
和歌山市十番丁91　十番丁セン
タービル6F-A

073-488-2578
info@harimaz
e.com

0
創業：2007年
設立：2021年

4人
http://harimaz
e.com/

https://urushiyahayashi.com/
https://hw-murakami.com/
https://matsudakajuen-plus.com/

「伝えたい」ではなく「消費者の欲しい」をデザインする。

83 個 クロノナイツ 東根　誠 648-0072 橋本市東家5-4-16 090-7364-9377 - 0 2021年4月 2人
https://chrono-
knights.net

https://kuwaraku.jp
https://hanasakaya.jp

地域密着型のスタイルで事業者様の商売繁盛のお役に立てるようホームページ活用
をわかりやすくご提案いたします。リーズナブルな価格で迅速・丁寧・真摯に対応
致します。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

84 個 REGOLITH 村下　健太 649-5332 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-105 080-4301-4143
regolith1072@
gmail.com

0 2017年4月6日 0人 -
https://maguro-
masudaya.com/

SNSマーケティングを中心に、web制作、動画など幅広く行っております。助成金や
補助金のご相談にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

85 法 株式会社Crop 万谷　絵美 641-0021 和歌山市和歌浦東4丁目3-19 2階 073-488-7870
info@crop.wa
kayama.jp

0 2015年 2人
https://crop.
wakayama.jp

https://n-style.wakayama.jp
https://aridagawa-gt.com
https://wat-international.com

コンテンツとシナリオ、記事を中心に据え、集客とSEO対策を重視したWEB
サイトをご予算に合わせて企画・制作します。お客様が気持ちよく長く更
新できるよう使いやすいオリジナル管理画面設計にも力を入れています。

86 個 シンク 橋本　和人 649-2201 西牟婁郡白浜町堅田2578-520 0739-34-5001
info@think05.
com

0 2013年 3人 -
https://www.tondanomizu.co.jp/
https://bihadaya.co.jp/
https://kusanashi.jp/

映像制作・Web制作などのコンテンツ制作を手がけPRプロモーションなどの多様な
サービスを展開しています。

87 法
きのかわトークニュー
ス株式会社

土井　康宏 649-6412
紀の川市黒土272番地1　いろは
ビル1階

0736-77-0077
kinokawatalk
@talknet.jp

0 2017年2月 4人
http://talknet.
jp

https://iwadejuku-goukakukan.com
https://kiyokensetsu.com
https://kasho.jp

岩出市から奈良県五條市の紀ノ川筋を中心に、地域情報紙「きのかわトークニュー
ス」「フリーマガジン109」の発行をはじめ、各種印刷物、看板施工、ホームペー
ジ制作等、広告関連をトータルでサポートいたします。

88 法 株式会社シンクス 濵名　正充 646-0025 田辺市神子浜2-20-7 0739-34-5363
hamana@sinc
s.co.jp

0 2021年7月1日 6人 -
https://nakamuradenko1991
.co.jp/

IT関連コンサルティング、ホームページ作成、ネットワーク構築、ネットワーク工
事、システム構築、システム開発、各種保守サービス。
IT関係のことなら豊富な経験のもと低コストで実現できます。

89 法 株式会社和通 中田　宏史 640-8341 和歌山市黒田279-4 073-475-0310 info@watsu.jp 0 昭和49年6月 100人
http://www.w
atsu.jp/

-
40年以上、映像制作に取り組み、番組制作、ＣＭ、官公庁・地方自治体の広報、企
業VP、指導マニュアル、式典映像等、実績を重ね、ノウハウと技術を駆使し、お客
様のイメージを超える映像を具現化いたします。

90 個 Spyhop 髙橋　将太 640-8043
和歌山市福町28 ハウスブルーネ
403

090-5960-3867
st@spyhop-
s.com

0 2019年 0人
http://spyhop-
s.com/about/

https://roomfaves.com/
https://housebrune.com/
http://medetaimachi.kada.jp/
http://astro-healing.kada.jp/

和歌山市でビジネス コンサルティングを軸にした広告物の制作を行っておりま
す。お客様の『これまで』・『現在』・『これから』をヒアリングし、最適なご提
案をいたします。

91 法 有限会社nakatx 中田　英樹 644-0005 御坊市名屋町1-7-4 0738-23-1310
info@chicken-
nakata.jp

0 1992年12月 7人
https://chicke
n-nakata.jp/

https://www.yuasasyouyu.co.jp/
http://www.sooop.xyz/index.html

旧）中田鶏肉店。楽天SHOPの運営経験を基に、ネットSHOPの制作業務を開始。オリ
ジナル商品企画の立案、プロカメラマンも在籍。写真・動画撮影、デザイン、シス
テム制作等が得意な会社です。

92 個 SOOOP 中田　直希 644-0005 御坊市名屋町1-7-4 090-9054-1004
mail@sooop.x
yz

0 2019年11月 0人
https://www.
sooop.xyz/

https://www.youtube.com/watch?v=1PzCcd97NWM
https://youtu.be/jP8QXWf0edw
https://www.youtube.com/watch?v=FgSsdiGbC90

映像作家ナカ多ナヲ機が運営する広告代理店です。映像作家として活動しておりま
す。広告写真が得意です。WEBデザインの仕事もやってました。写真、動画、企業
のHP、企画関連等お気軽にお問い合わせ下さい。

93 法 メイク広告株式会社 上野　健司 640-8411 和歌山市梶取42-1 073-455-1072

soumu@meik
u-
koukoku.com

0
平成20年4月28

日
12人

http://meiku-
koukoku.com/

http://nomuradental.jp/
ホームページ制作、チラシ会社案内など販促物のデザイン制作を行っております。
また、自社へ導入したクラウドサービス(サイボウズ・マネーフォワード・電子契
約)の実績を元に企業DX化のサポートも行っております。

94 法
株式会社アイ・サポー
ト

久保田　員弘 640-8323 和歌山市太田1 丁目11-9-901 073-460-5549
kzkbt@i-
sapo.net

0 2006 年4 月 5人 -

https://www.hanabishi-web.jp/
https://naisuimen.com/
http://toyota-lf-wakayama.com/
http://wsanicon.com/

ITコンサルの立場からジャストサイズで、ちょうど良い機能を持たせ、事
業規模に無理のない価格のサイトの構築を心がけています。
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95 個 ayvance 辻　祥矢 642-0024 海南市阪井1300-3 090-6736-5703
ayvance@outl
ook.jp

0 2021年 1人
https://ayvan
ce.com/

https://dai1namacon.com/
https://happyestate-miki.com/
https://fukuichi-w.com/

IT開発なら、ayvance(アイヴァンス)。個人事業主のメリットを生かし、柔軟に対
応します。Web製作・開発、システム製作・開発を主として、自社通販やVR事業な
ど幅広く活動しております。

96 個 nikoplus 寺口　文也 644-0025 御坊市塩屋町北塩屋1891-2 0738-20-6266
info@nikoplus
25.com

0 2020年4月 1人
https://nikopl
us25.com

https://yuiri5188.com
https://akaaka-kisara.com
https://inaminosatobaien-shop.com

ホームページ制作に加え、LINE公式アカウント制作や動画・グラフィック制作、
SNS運用などでの全体的なWEBマーケティング支援を行っておりますのでお気軽にご
相談ください。

97 法 株式会社Toiro 中尾　智之 646-0101 田辺市上芳養1283 090-6248-1909
info@toironok
oto.com

0 2021年2月 4人
https://toiron
okoto.com

https://miki-method.com/
ホームページ制作に限らず、LINE公式アカウントの制作やエルメ・エルステップ
SNSの運用コンサルティングに加え、デザインや動画制作と集客に必要なツールを
一貫して対応する事ができます。集客にお悩みの方はぜひ弊社まで。

98 個 ad frontier 畑中　建志 649-6422 紀の川市花野212-8 0736-60-3822
info@ad-
frontier.jp

1～5 2015年 0人
https://www.
ad-frontier.jp/

https://www.kinokawameshi.com/
https://www.hanwa-hd.co.jp/
https://tax-carstyle.com/

地域密着で中小企業・個人事業主のホームページ制作、リニューアル、更新・管理
を主に行っております。対応エリアでは訪問打ち合わせを必ず行っております。コ
ストを抑えた制作もお気軽にご相談ください。

99 法 ワコン株式会社 西田　耕平 649-6425 紀の川市中井阪361 0736-77-2203
ataka@wa-
con.co.jp

0
創業1951年
設立1972年

100人
http://www.w
a-con.co.jp/

https://kipucul.jp/index.html
創業70年、包装のプロフェッショナルとして売上拡大のご提案をしております。デ
ザインを含めた商品パッケージ・輸送箱・ギフト箱の製作、web関連のサポートな
ど、お困りごとを全面的に解決させて頂きます。

100 個 TRENPS 鈴木　祐平 646-0029 田辺市東陽2-50　伊賀ビル202号 0739-33-9808 hey@trenps.jp 0 2018年 1人
https://trenps
.jp

https://a-style2017.com/
https://inoca.jp/
https://seahorse.style/

TRENPSが目指しているのは、お客様が想像している先を見せること。それぞれのお
客様の伝えたいことや目指すこと、それを正しく知り、伝えるべきことを見つけ、
それを分かりやすく効果的に伝えるものを作ります。

101 法 株式会社アンドエー 井谷　育宏 641-0012 和歌山市紀三井寺736-9 073-494-3950
itani@anda-
inc.com

0 2008年9月3日 4人
https://anda-
inc.com

https://www.whithwhite.jp
https://kisyu-sougetsu.jp
https://umeyoshi.com

デザイン力を活かし、企業イメージやお客様の取り扱い商品等の
ブランド力を高めます。また、内容の伝わりやすさ等、商品デザインを多く手掛け
たノウハウをホームページ制作にも取り入れ、質の高いご提案を致します。

102 法
株式会社アークシステ
ムプランニング

原田　敬司 640-8342
和歌山市友田町5丁目43番地　山
植ビル4階

073-488-9250
weboffice@as
pcnet.com

0 平成25年9月 2人
https://www.
aspcnet.com

https://www.aspcnet.com
https://haradaoffice.jp

経営課題をITで解決するパートナーとして、コンピュータシステムの提案・開発・
運用までサポートいたします。Web制作事業は開始したばかり
ですがパートナー企業と共にお客様をサポート致します。

103 法 和歌山イシダ株式会社 中岡　隆文 641-0014 和歌山市毛見108番地1 073-448-2225
hujioka@w-
ishida.com

0 昭和45年 18人

https://www.i
shida.co.jp/w
w/wakayama/

-
弊社は計量・計数・包装・検査・表示・仕分・梱包・搬送に関るシステム機器の販
売及び保守会社です。直近は製造・物流・小売業様へ電子ペーパーを活用したＤＸ
推進事業を注力。お客様と共に考え実現化していきます。

104 個 ColoGrahical 竹林　陽子 646-0021
田辺市あけぼの34-9　山口ア
パートD号

090-9984-1520
colographical
@gmail.com

0 平成26年1月1日 1人

https://www.
bokumoku.org
/

https://team-hinata.com/
https://tanagokochi.jp/
https://o-ochan.com/
https://tanabe-enplus.jp/

ロゴのご提案からスタートアップ（商品開発）に必要なデザイン周りのお手伝いを
得意としています。丁寧にヒアリングし、クライアントの経営理念に寄り添ったブ
ランディングを行います。心のこもったデザインで地域に貢献することをコンセプ
トとしています。

105 個 エルツープロジェクト 垣下　利夫 647-0071 新宮市佐野二丁目2番32号 050-5274-3578
info@l2projec
t.net

0 2017年9月1日 1人
https://l2proj
ect.net

https://jlife-hoken.jp Webサイト制作・各種印刷・経理事務代行を行っております。
お気軽にお問合せ下さい。

106 法 株式会社ゆらちょう 井上　慶祥 649-1122 日高郡由良町神谷213 080-4015-1829
inoue@yurach
ou.com

0 2015年 2人
http://yurach
ou.com/

https://wakayama-hidaka-
history.jp/

地域密着のプロモーション会社です。これまでは、観光地の広報担当として、SNS
を利用したプロモーションや、HPの制作などを行ってきました。事業内容に沿っ
た、WEBプロモーションの提案を強みにしています。

107 個 絵心 西庄　寛子 646-0003 田辺市中万呂26-10 090-9626-1903
h_nishisyo@e
gokoro.org

6 平成18年 0人
https://egoko
ro.org/

https://www.worldstyle.in/
https://www.arizonafreedom.com/
https://www.marucho.co.jp/

Web制作をメインに写真、DTP、イラストレーション、LINEスタンプ制作を行ってお
ります。企業サイト、ショッピングサイト、ブログ、LPなどのWeb制作、バナー、
ロゴデザイン、キャラクターデザイン等の幅広い分野で企業・個人のお客様のお手
伝いをさせていただきます。

108 個 Aster Work 日野　えり子 640-8323
和歌山市太田43番 戸根マンショ
ン304号

080-4707-9174
mail@aster.w
ork

0 2018年 1人
https://aster.
work/

https://tokyotower.red-brand.jp/
https://satohkogyo.com/
https://kyoto-hatoya.jp/

ホームページ制作、WEBの導入および活用支援、既存ホームページのデザインリ
ニューアル、オウンドメディア構築、WEB集客支援（WEBマーケティング）、SEO施
策、ホームページに関する様々なお悩みを解決し、ご要望を実現いたします。

109 法
株式会社フィールドハ
ウス

原山　享大 641-0045 和歌山市堀止西二丁目2番地4号 073-428-7530
info@fieldhou
se.co.jp

0 2001年 8人

https://www.f
ieldhouse.co.j
p

http://hidakafire.or.jp/
http://kinokuni-challenge.com/
https://www.athletepit.com/ap2019/
https://nousouken.co.jp/

地域和歌山から海外に至るまで、データベースやネットワーク、マイクロコン
ピュータ等の技術を活かして、スポーツ・農業・一般企業・ネットショップ関係の
システム製作及び周辺業務を行っています。

110 個 design NAP 藤戸　佐千世 640-8158
和歌山市十二番丁9　リヴァー
ジュ十二番丁302

073-423-0915
info@nap-
design.net

0 2005年 1人
https://nap-
design.net

https://www.shirakashimokuzai.com/
https://www.yamamori-farm.life/
https://kamamochi.com/
https://www.marginal.jp/
https://www.natsumi-chatsumi.com/

企業理念を理解した上で、ビジネスモデルを考え、その上で最適な広報物の制作を
行い、ビジネスをデザインしています。

※受注可能地域欄：「０」県内全域、「１」和歌山市・海南市・海草郡地域、「２」紀の川市・岩出市地域、「３」橋本市・伊都郡地域、「４」有田市・有田郡地域、「５」御坊市・日高郡地域、「６」田辺市・西牟婁郡地域、「７」新宮市・東牟婁郡地域


