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株主•投資家の皆様へ

r多様な価値を取り込み、ますます進化するアマナグループヘ」

私たちアマナグル ープは、昨年から 業務提携やM&Aあるい は新会社の
設立を通じて、フルデジタル化を大きく前進させています。常に進化し続ける
当社グル ープの取り組みと成果につい て、この「amania」を通じて、株主・
投資家の皆様にこ報告させてい ただきます。
トータルビジュアルソリューションの実現に向け た 取り組みは、ストックフォト

企画制作事業における多彩なコンテンツの拡充や、ビジュアル企画制作事業
における印刷メディアとウェブサイトを連動させた 「クロスメデイ乃型ソリュー

ションとしてす で に 実 を結び始めています。
昨年3月に8社であった当社グル ープ会社は、今年8月に22社となり、規模

の拡大 とともに、 ビジュアルソリューションにおけるあらゆる価値を提供
できるクリエイティブ集団として大きく その質を 変容させつ つあ ります。

2006年度の課題は、 新たにアマナグル ープとなった各社のもつソリュー

ション カ、ブランドカの最大化と会社間でシナジ ー を発揮する仕組みづくり、
さらにそれらの業務 をバックエンドで支える効率的な管理体制の構築です。
そして現在進めている様々な施策は、今後の収益計画の実現に欠かせない
ものであると考え ております。
今後とも、株主•投資家の皆様 の変わり ない こ支援を賜りますようお願い
申し上げます。
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平成18年8月
代表取締役社長/CEO 進藤博信

�ホー ムペー ジでは8月21日に行われました、平成18年度中間期決算説明会の模様を
動画でご覧いただけます。

-Rue 
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企画・デザイン制作会社

ブランド・商品ブロモーションの
画制作会社
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ストックフォト事業における販売機能の統合・強化に向けた取り組み

ストックフォト事業における成長のキーファクターは、販売チャネルとしてのウェブ

サイトの規模とクオリ ティの拡充です。 そこで現在、 アマナ、 ネオピジ ョン、

オリオン、セブンフォトというグループ会社がもつ多彩な コンテンツの検索および

販売機能の amana.jpへの 統合を進めています。 一方、 関西地区において は

既存3店舗を1店舗に統合し 、販売管理の効率アップを目指しています。さらに

海外では、世界最大の販売網をもつ Getty Images のサイトに販売活動を集中

させ海外での販売力の向上を積極的に推進しています。
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ストックフォト、 コンテンツ制作力のアップ

販売力 とともにストックフォト事業において注力すべきは、 いか に売れるコン

テンツを作るかです。 従来のコンテンツ制作力を強化するとともに、 アマナでは

ワンランク上の イメ ージを狙ったプレミアムコンテンツの制作をおこな う事業部

の設立や海外におけるコンテンツ制作会社の設立など、さまざまな施策を行なっ

ています。

....ホームページでは各社の概要やコンテンツの特徴などをご紹介します。
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様々な価値をもつテザイン会社3社がアマナグループに参画

販促物のデザイン、 制作に特化する株式会社エイ・アンド・エイ、 企業の会社

案内制作を得意とする株式会社 アクシア（新設）、 広告制作を行う株式会社

ミサイル・カンパニ ー とそれぞれに異なる強みを持つデザイン会社がアマナ

グル ー プの 一 員となりました。 ビジュアル制作機能の付加価値を高めると

ともに、 ソリューションアイテムの幅を広げ、 顧客ニーズに対応したワンストップ

ソリューションヘの実現へと着実に歩を進めています。

�ホームページでは各デザイン会社の会社情報をこ覧いただけます。

国内最高レペルの撮影スタジオr海岸スタジオ』誕生

「天王洲スタジオ」 「芝大門スタジオ」に続くアマナグループの新たな スタジオ、
「海岸スタジ才」をオープンしました。新たな スタジオは、流通業界のビジュアル

ソリューションに特化したグループ企業 、 株式会社カブラギスタジオの新しい

拠点となります。そ してここでは効率良く、 質の高いビジュアルを提供する
「 デジタル環境」 と撮影商品や情報の安全に配慮した「セキュリティー 対応」が

実現されています。

�ホームページでは海岸スタジオの写真や作品事例をこ覧いただけます。

■カブラギスタジオ



アマナの高い表現力が世界的評価を獲得

2 1世紀のデザイン立国を目指し 、企業経営とデザインの結びつきを強化

す ることを目的に活動する 「 デザイン＆ピジネスフォー ラム」 より 以下の

賞を受賞。「 経営のデザイン」という視点で、当社の表現力が評価されました。

■ 「デザイン ・ エクセレント ・ カンパニー 賞」
URL: http://www.dbforum . jp (06.03.23}

またアマナのポリシ ーを伝える、 amana.jp スペシャルサイト
― 「伝える」から「伝わる」ヘ ー が以下の賞を受賞しました。

■ 「東京インタラクティブ ・ アド ・ アワード」 サイト部門金賞(06.03.3 1}
■ 「One Show Interactive 」ウェ ブサイト部門銀賞(06.05.11}
■ 「第47回ク リオ賞」インター ネット広告部門銅賞(06.05. 15}
● 世界最高峰の広告賞 「 カンヌ国際広告祭」サイバ一 部門金賞(0606 21) 

<Ill amana.jpスペシャルサイト
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�ホームペー ジでは各賞の概要およびamana.jpスペシャルサイトを
ご覧いだだけます。

写真って面白い！
日経ピジネスオンラインで話題の経済用語をピジュアル化

2006年6 月16 日より日経BP社の運営するWeb サイト 「NBonline (日

経ビジネスオンライン）」において、同社 編集部 とアマナのコラボレ ー

ションに よ るミニ特 集 「NBonline Photonication 」を開 始し ま し た。

「NBonline Photonication」(http://business.nikkeibp.co.jp/article/

life/200606 1 5/l 044 50/)では、 日経ピジネスオンライン編集部の選ぶ

話題の経済用語を、アマナのアー トディレク ター菊池英雄がフォトエディター

としてビジュアルに置き換えます。 言葉から想起されるビジュアルは人それ

ぞれの経験値や知識によって異なりますが、 同特集は時代を象徴するキ ー

ワ ー ド を、アマナが取り扱う風景や人物、ライフスタイルや歴史的な 写真 、

デジタルで作成したCGで置き換え 、ユニー クに、ときにはシニカルにビジュ

アル表現しています。 読者の発想力を刺激する遊び心のあるコー ナーです。

�ホームペー ジからもリンクされています。ぜひ一度、ご覧ください。
■ 酎震偽装

■お知らせ

1. 今年3月の株主総会後に行なわれた写真撮影デモンストレーション
プロフェッショナルフォトグラファ ーによるモデル撮影風景をご覧になれます。

2. 株主優待で選ばれた人気写真ペスト3
オリジナルのトー ト バック、コー ヒー タンブラー用に50種類の写真から
選んでいただいた人気トップ3の写真紹介。

3.2007年カレンダープレゼント
アマナのストックフォトを使ったオリジナルのカレンダーをプレゼントいたしま式
申し込みは、1 1月中旬から開始予定。

※見本は実物と異なる場合があります。
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■ IR-Mail会員募集
IR会員募集バナーより登録してください。

■ amaniaの記事の詳細はこちらへ

amania専用ペー ジヘお越しください。

■携帯電話にIR情報を配信いたします。

http://m-ir.jp/c/2402
またはQRコ ー ドからアクセスして、

こ登録ください。

． ． amama · 
専用ベージヘ：

●9月30日（土）17:30�18:00放送予定のBSジャパン 「直撃！トップの決断」

にてアマナグル ープが紹介されます。
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visual solution experts 

株式会社アマナ

社長室

〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-43
Tel: 03-3740-3500 e-mail: ir@amana.jp 
©2006 amana inc., all rights reserved. 平成18年8月発行



制作事例の一部です。掲載以外の作品もホームページでご紹介しています。




