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　 デジタル化 (DX) 提案は お任せください。　
Web・クロスメディアを活 用した

代表取締役

赤羽根　康男
【プロフィール】
1976年生 栃木県宇都宮市出身。
埼玉大学教養学部卒業後、
岩谷産業株式会社入社。
日用品・家電の営業・企画・販促を経験し、
2004年株式会社デジタルベリー設立。

世代・国籍・環境を超えて、
「分かりやすい」サービスの普及に努めてまいります。
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弊社は「ホームページ制作」「デジタルカタログ制作」「印刷物制作」の3つのサービスを柱    として、 
相乗効果を発揮できるようデジタルメディアの総合提案を行っております。

私たちは、ユーザー様の「分かりやすさ」を第一に、
迅速・丁寧な応対と徹底した品質管理を心掛け、
透明性のある価格設定で、より多くのお客様が安心して
サービスをご利用いただけるよう努めております。

皆様方にお役に立てるよう社員一同尽力してまいります。
何卒ご支援、ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

デジタルメディア総合提案サービス

カタログ（印刷物）制作

   5 つ の 特 徴 five features

会 社 概 要 Company Overview

株式会社デジタルベリー
〒330-6019
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 
ランド・アクシス・タワー19階
（JRさいたま新都心駅 徒歩1分）
埼玉・東京・大阪・シンガポール
2004年8月
1億円
22名
ホームページ制作
デジタルカタログ制作
印刷物制作

【会 社名】
【 所在 地】

【 拠 点 】
【 設 立 】
【資本 金】
【社 員 数】
【業務内容】

デジタルメディア総合提案
ホームページ制作、デジタルカタログ、印刷物、動画、集客支援まで
内製化による制作体制を確立しているので、迅速対応可能です。

1

導入実績1,800社以上

2

3

4

5

17期連続増収、黒字経営
地道な成長を心がけて経営しております。
末永くお客様に貢献し
「100年続く優良企業」
を目指してまいります。

代 表 挨 拶 Top Message

ホームページ制作

デジタルカタログ制作

カタログ
（印刷物）

ホーム
ページ

デジタル
カタログ

テレビCM放送中
テレビ埼玉にてCMを放送中です。
たくさんの方に弊社サービスを知っ
ていただけるよう、認知拡大に努め
ています。

埼玉県

制作実績

導入実績

以上!

上場企業、官公庁、金融機関など多くの
取引実績があります。
川口信用金庫様との業務提携など、
地域発展への貢献にも取り組んでいます。

受賞歴多数
2014年埼玉県「渋沢栄一ビジネス大賞」特別賞、
2019年ビジコンinさいたま
「女性起業家賞」など受賞歴が
多数ございます。

売上高
経常利益
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ホームページによる集客、デジタルカタロ
グによる効率化・海外展開支援、 さらにカタ
ログ ( 印刷物 ) もあわせて作成することで、
デザイン統一によるブランド向上・一括制
作できることによるコスト削減が可能です。 

近年のデジタル化、DX対応へのニーズ
の高まりを踏まえて、これまで弊社
が積み重ねてきたデジタルメディア
総合提案を行なってまいります。

サ ー ビ ス Service

デジタルカタログ ホームページ制作サービス Web集客支援 HP保守サポート

印刷物

デジタルコンテンツ

動画撮影 写真撮影 DX支援

クロスメディア総合提案サービス

クロスメディア総合提案サービス

カタログ（印刷物）制作

ホームページ制作

デジタルカタログ制作

埼玉県

制作実績

導入実績

以上!

お客様のご要望に合わせたホームページを制作いたします。
基本的なサイト制作以外にも、より効果を高めるようなプラスαの
コンテンツのご提案も行っています。
お客様のサービスや製品について、他社との違いや業界の立ち位置など
詳細にヒヤリングをさせていただき、最適なデザインやアピール方法を
ご提案させていただきます。
ご要望をお伺いしながらデザインをしていきますので、完全オリジナルの
デザインで制作させていただいております。

弊社では、業種・地域に特化した以下の 2つのサービス展開をしています。

「デジタルカタログ」はWeb上で、
紙のカタログを実際にペラペラめ
くっている様にご覧いただけるコ
ンテンツです。
コスト削減や業務効率化、HPアク
セスアップなど、様々なことが実
現できます。

ホームページから「新規のお問い合わせ
がなかなか来ない」「アクセス数がなかな
か伸びない」といったお悩みを解決する
サービスです。
Web 集客の資格を保有する専任が、お
客様に代わって Google・Yahoo! 検索
の上位表示への対策をしたり、ネット広告
を活用してホームページに人を集めたり、
様々な施策を実施いたします。

商品カタログや会社案内などの印
刷物を、デザインから印刷までトー
タルで対応しています。
制作したものは印刷物として配布
したり、デジタルカタログにして
Web上で配信いただくことも可
能です。

ホームページに掲載するため
の動画を制作いたします。
商品紹介、リクルート向け動画
なども作成可能です。

製品や社長のポートフォリ
オ、社員の仕事風景など
プロカメラマンが高いクオリ
ティで撮影いたします。

DX対応やデジタル化に課題を感じて
いるが「何から始めたらよいか分から
ない」という方も多数いるかと思いま
す。
デジタルメディアの総合提案を通じて、
お客様のDX導入を支援いたします。

①くるくる３D
製品を360℃（水平、垂直）どの角度から
も見ることができる回転可能な画像コン
テンツです。
実際に、製品を手
に取って見ているよ
うに閲覧できます。

②クイズ
ユーザーに訴求したいサービスや事業の特
徴、強みなどをクイズ形式にすることで「楽し
く」認知を高めて
いただけることが
できます。

③チャットボット
ユーザーが入力した質問に、自動応答できる
機能です。よくある質問へ
の対応や、人員不足の解決
にも役立ちます。24時間
365 日、迅速な問い合わせ
対応が実現できます。

ホームページは公開後の運用が最も重
要ですが、運用には知識や専任が必要
になり、なかなか思い通りに行きません。 
弊社では、専任スタッフが更新から提案
まで手厚くお客様のご要望をサポートし
ます。
ご希望の運用方針、サポート内容に応じ
て 5 つの月額プランをご用意していま
す。

テレビCM

ホームページで利用した動画データを活
用して、お客様のテレビ CM を制作い
たします。
弊社自身がテレビ CM を配信し、認知
度アップに取り組み、制作ノウハウの蓄
積も行なっています。

ブランディング

お客様のブランドイメージを訴求するた
めのお手伝いをさせていただきます。
ホームページや印刷物をはじめ、お客様
に関するメディアをトータルでデザイン
させていただくことで、お客様の強みを
分かりやすくアピールします。　

ロゴ／ノベルティーシステム開発

会社にとってロゴはとても重要です。
ブランドイメージアップにつながるロゴ
をご提案いたします。

「製品を検索させたい」「会員サイトを作
りたい」などお客様のご要望に合わせて
システム開発を行います。

製造業に特化したホームページ制作
「製造業ドットコム」

埼玉を中心とした企業・法人向けホームページ制作
「ホームページ制作・保守サポート」

「なかなか製品の良さをうまくPRできな
い。」という製造業ならではの課題を解
決するホームページ制作サービスです。

弊社の本社所在地である埼玉の企業・法人を中心に、ホーム
ページ制作を行ないます。フットワークの軽いサービスを提供
いたします。

＞ P5へ＞ P5へ
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運営サイト Service site

埼玉を中心に企業や学校、病院、金融機関など多様な業種のお客様のホーム
ページ制作をおこなっています。弊社自身で、自社のサービスサイトを運用し
これまで1,700社の取引実績を作ってまいりましたので、その集客ノウハウ
をお客様にご提供できるようにしております。
公開後の運用もしっかりとサポートする「保守サポートプラン」をご用意してお
り、末永くお客様に貢献します。

製造業に特化したデジタルメディア総合提案サービス「製造業ドットコム」を
展開しております。製造業ならではの課題である、説明の難しい製品や技術
を「分かりやすく」「効果的に」訴求するため、ホームページを中心に各種
デジタルコンテンツの有効な活用方法をご提案いたします。
さいたま市主催のビジネスコンテストでの受賞（2019）をきっかけに、各メディ
アでも多数取り上げられています。

印刷物のデータをデジタル化することで、デジタルカタログとしてご活用いた
だけるサービスです。紙媒体の会社案内や商品パンフレット、営業資料などをデ
ジタルカタログに変換することで、「いつでも」「どこでも」「便利に」閲覧するこ
とができるようになります。郵送コストや手間の削減、紙資源の利用を減らすこ
とで環境保護につなげることができます。
誰もが使いやすいシンプルなデザイン、起動・めくりの速さが特徴です。

「Webook」は、当社で取り扱っているデジタルカタログともう一つのページ
めくりコンテンツです。Webookは、立体的なページめくりと、多彩な機能が搭
載された高機能版であることが特徴です。
高級感のある黒とグレーを基調にしたデザインなので、どのようなカタログ、業
界のお客様にも最適です。

高機能とスタイリッシュを両立させたデジタルカタログ

「Webook」

使いやすさとシンプルさを追求したデジタルコンテンツ

「デジタルカタログ」
製造業企業に特化した業界随一のクロスメディア提案サービス

「製造業ドットコム」

埼玉を中心とした企業・法人のWeb制作サービス

「埼玉HPドットコム」　

製造業に特化、制作実績200社以上
製品PRの経験豊富なデザイナー在籍
総合的な提案で効果的な製品PRを支援

当社の特徴

業界のパイオニア 導入実績1,200社以上
シンプルな使いやすさを追及
大手企業をはじめ、多様な業界で導入　

当社の特徴

さいたま市のビジネスコンテストでの受賞や、テレビ埼玉の経
済情報番組で特集をいただくなど、注目いただいています。

株式会社芝浦電子様 佐竹マルチミクス株式会社様 ポーライト株式会社様

制作実績 制作実績

埼玉県内の200社以上の制作実績
保守サポートで公開後も継続サポート
自社サービスで累計1,700社の集客実績

当社の特徴

創業 2004年から埼玉密着でサービスを展開しております。
2022年には川口信用金庫様と地域発展に向け提携しました。

国立大学法人埼玉大学様 川口信用金庫様 埼玉県様

制作実績

ホーム
ページ

保守
サポート

デジタルカタログとは？

デジタルカタログはWeb上で紙のカタログ
を実際にペラペラめくっているかのようにご
覧いただけるコンテンツです。 
印刷物のデータを活用して作成することがで
きます。

1

2

3

1

2

3

埼玉西武ライオンズ様株式会社ニトリ様 ハウステンボス株式会社様 日本卓球株式会社様

多彩な機能と立体的なページめくりで高機能
ヒートマップ解析やSNS共有など多彩なオプション
黒・グレーを基調とした高級感あるデザイン

当社の特徴

制作実績

DX対応にも活用できる！

カタログスタンドは、本棚にカタログを並べ
ている様に閲覧できるオプション機能です。
 視覚的に見やすく目的のカタログが閲覧可
能で、営業資料や検索性の高いツールに早
変わりします。

株式会社千疋屋総本店様ヒルトン東京様 株式会社京都西川様 埼玉県様

1

2

3
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ホームページ Website デジタルカタログ DigitalCatalog

印刷物 DTP

医療法人社団 愛友会

上尾中央総合病院
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【FA X】048-753-9188

売上構成

代表の赤羽根が埼玉大学で講師
として登壇

川口信用金庫との業務提携で、
地域の中小企業を支援

「デジタルベリー奨学金」を
埼玉大学で創設

SDGs の取組み Sustainable Development Goals

株式会社デジタルベリー
〒330-6019  
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2
ランド・アクシス・タワー19階
048-753-9255
東京・大阪・シンガポール
赤羽根　康男
2004年8月
埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、
川口信用金庫、飯能信用金庫、足利銀行
ホームページ／デジタルカタログ／印刷物制作
22名　
1億円
https://www.d-berry.jp
川口信用金庫、藤庄印刷株式会社、株式会社チェリービー

【 会 社 名 】
【 本 社 】

【 電 話 】
【 拠 点 】
【代表者名】
【 設 立 】
【取引銀行】

【業務内容】
【 社 員 数 】
【 資 本 金 】
【 U R L 】
【業務提携】

▼ビル外観

▼ アクセスマップ（JRさいたま新都心駅 徒歩1分）

会 社 概 要 Company Overview

お客様へのサービスを通じて、
持続的な社会・環境の実現に
貢献してまいります。

◀デジタルベリ―SDGsレポート

デジタルカタログで
脱炭素に貢献

陸の豊かさも守ろう

起業を増やし、
経済活性化に貢献

働きがいも経済成長も

ホームページで企業・組織の
デジタル化に貢献

平和と公正を
すべての人に 海外の恵まれない

子供たちに募金活動

貧困をなくそう

クロスメディアで企業の
成長を応援

産業と技術革新の
基板をつくろう

学生が平等に教育が受け
られる奨学金の創設

質の高い教育を
みんなに

地域スポーツへの協賛、
広告スポンサー

住み続けられる
まちづくりを

デジタルベリーは「Webを中心としたデジタルメディア総合提案カンパニー」として、
お客様、社員、業界、地域、雇用・納税という「5つの貢献」を目指して、事業を展開してまいります。

持続的な社会・環境を実現するために、事業を通じて広く社会に貢献します。

◆ 2022年

◆ 2021年

◆ 2020年
◆ 2019年
◆ 2018年
◆ 2017年
◆ 2015年

1月

6月
5月
1月
1月
11月
12月
6月

埼玉新聞、日刊工業新聞、ニッカンWebにて
川口信用金庫様との業務提携について掲載
テレビCM放映スタート
テレビ埼玉「埼玉ビジネスウォッチ」で特集放映
埼玉新聞に掲載
日刊工業新聞に掲載
日本経済新聞に掲載
NHK首都圏ニュース、日本経済新聞にて紹介
日本経済新聞に掲載

【その他、掲載媒体】
Web制作年鑑（毎年）、かわしん景況レポート第45号、週刊帝国ニュース 埼玉県版、はんしん景況レポート第91号、
ぶぎんレポート2020年３月号、コラボだよりVol.53、雑誌「ベンチャー通信」、雑誌「オルタナ32号」など

メディア掲載実績 Media

弊社テレビCM

テレビ埼玉「埼玉ビジネスウオッチ」

受  賞  歴  Awards Received

さいしんコラボ産学官による企業表彰「特別賞」受賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
｢世界を変える起業家 ビジコンinさいたま2019」女性起業家賞、オーディエンス賞
第3回 ｢渋沢栄一ビジネス大賞｣特別賞
ベンチャー通信社が選ぶ「ベストベンチャー100」選出
第6回 ｢渋沢栄一ベンチャードリーム賞｣チャレンジ賞
埼玉県｢いちおし『起』業プラン大賞｣特別賞

6月
12月
2月

12月
3月

◆ 2020年
◆ 2019年
◆ 2014年
◆ 2011～2014年
◆ 2010年
◆ 2007年

２０10年「第6回渋沢栄一ベンチャードリー
ム賞」（チャレンジ賞）表彰式

２０14年「第 3回渋沢栄一ビジネス大賞」
（特別賞）表彰式

２０19年「世界を変える起業家 ビジコン
inさいたま2019」表彰式

２０20年さいしんコラボ産学官「企業表
彰」（特別賞）表彰式

売 上 推 移 Sales Trends

ホームページ制作
65％

製造業
ドットコム

デジタル
カタログ制作

27％

印刷物
ほか
8％

売上高
経常利益

第 1期
2004年

第 2期
2005年

第 3期
2006年

第 4期
2007年

第 5期
2008年

第 6期
2009年

第 7期
2010年

第 8期
2011年

第 9期
2012年

第10期
2013年

第11期
2014年

第12期
2015年

第13期
2016年

第14期
2017年

第15期
2018年

第16期
2019年

第17期
2020年

第18期
2021年

2億

1億

17期連続増収、黒字経営
を継続しています。

沿 　 　 革 History

2004年　8月 代表の赤羽根が１人で
　　　　　　　有限会社ベリーオフを設立
　　　　　　　ホームページ制作サービス開始

2005年　3月  デジタルカタログ制作
　　　　　　　 サービス開始

2006年　4月 資本金300万円に増資

2007年　9月 株式会社デジタルベリーへ商号変更
　　　　　　　浦和駅前に事務所移転

2009年 11月 プライバシーマーク取得

2008年　5月 資本金1,000万円に増資

2011年　6月 業務拡大により事務所フロア移転

2013年　4月 カタログデザイン（印刷）サービス開始

2017年　5月 シンガポールオフィス開設

2018年　8月「製造業ドットコム」サービス開始

2019年　7月 資本金1億円に増資

2020年　3月 事業拡大により事務所拡張

2021年 12月「デジタルベリー奨学金」
　　　　　　　を埼玉大学にて創設

2022年　1月 川口信用金庫と
　　　　　　  業務提携契約を締結

17

北与
野駅

合同庁舎
１号館

さいたま
スーパーアリーナ

イトーヨーカドー
コクーンシティ

合同庁舎
１号館

さいたま
スーパーアリーナ

イトーヨーカドー
コクーンシティ

至東京

至大宮

ランド・アクシス・タワー 19階
（明治安田生命さいたま新都心ビル）

株式会社デジタルベリー

NTT
ドコモ
NTT
ドコモ
NTT
ドコモ

さいたま新都心駅
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　　　　　　　 サービス開始

2006年　4月 資本金300万円に増資

2007年　9月 株式会社デジタルベリーへ商号変更
　　　　　　　浦和駅前に事務所移転

2009年 11月 プライバシーマーク取得

2008年　5月 資本金1,000万円に増資

2011年　6月 業務拡大により事務所フロア移転

2013年　4月 カタログデザイン（印刷）サービス開始

2017年　5月 シンガポールオフィス開設

2018年　8月「製造業ドットコム」サービス開始

2019年　7月 資本金1億円に増資

2020年　3月 事業拡大により事務所拡張

2021年 12月「デジタルベリー奨学金」
　　　　　　　を埼玉大学にて創設

2022年　1月 川口信用金庫と
　　　　　　  業務提携契約を締結
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北与
野駅

合同庁舎
１号館

さいたま
スーパーアリーナ

イトーヨーカドー
コクーンシティ

合同庁舎
１号館

さいたま
スーパーアリーナ

イトーヨーカドー
コクーンシティ

至東京

至大宮

ランド・アクシス・タワー 19階
（明治安田生命さいたま新都心ビル）

株式会社デジタルベリー

NTT
ドコモ
NTT
ドコモ
NTT
ドコモ

さいたま新都心駅
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株式会社デジタルベリー  
〒330-6019  埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 ランド・アクシス・タワー19階  TEL.048-753-9255　FAX.048-753-9188

https://www.d-berry.jp/


