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株主の皆様にお届けするアマナグループの最新情報

株主の皆様へ

コーポレートミッション
ビジュアルコミュニケーションで世界を豊かにする。
表紙の写真

「ビジュアルの中に閉じ込められた創 造の眼 差し、
好奇心やイタズラ心が生まれる瞬間。」
として、遊びや
暮らしの中に織り込まれたクリエイティブを育む物語
を表現しました。
写真を取り巻く環境はますます進化し、
ビジュアルを
通じたコミュニケーションは
「見る」
から
「参加する」
へ。
世界中の人々と瞬時につながる共感の感覚は、日々
の生活にすっかり根付いています。
aman!aからamana reportへ

アマナグループの熱狂的なファンをたくさん作りたい
という想いでお届けしていた“aman!a”を改め、
アマナ
グループが提供する情報を通じて、理念やビジョンに
共感し共に創り上げて行くサポーターを増やしていける
よう、新たに“amana report”と名称を変更してお届け
します。

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
アマナグループが事業を展開するビジュアルコミュニケーションマーケットに
おいては、
メディアの多様化や企業が自ら情報発信するコンテンツマーケティング
の時代へと事業環境は大きく変わってまいりました。
このような変化を受け、
アマナグループは、
「ビジュアルの企画制作」
に加え、
それ
らのビジュアルを活用して企画から制作までを一貫して行う
「コンテンツの企画
制作」
を通じて、お客様の「コンテンツパートナー」
としての価値の拡大に努めて
おります。
「中期経営計画｜後期」の最終年度にあたる当期においては、生産性の向上と
知恵集約型モデルへの転換を図るためのプラットフォームの構築をさらに推進
し、収益性重視の経営管理体制を通じて事業や組織のスクラップアンドビルドを
加速させることで、働き方を進化させるとともに、一人ひとりの生産性の向上に
よる収益の拡大を図ってまいります。
私たちアマナグループは、
これからも常に時代の半歩先を読み取り、
より多くの
人々が感動するビジュアルコミュニケーションを追求し、
「ビジュアルコミュニ
ケーションで世界を豊かにする。」企業グループを目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。

免責事項

この資料に掲載しているいかなる情報も当社株式の購入や売却等の勧誘をするものでは
ありません。
また、
この資料に掲載されている計画、戦略等のうち、過去の事実以外は将来
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の見通しに関する記述であり、
これらは現在入手可能な情報から判断した仮定や確信に
基づいています。実際の業績等は、当社および当社グループを取り巻く経済情勢、市場の
動向等様々な要素により、
これらの見通しとは異なる結果となり得る可能性があります。

代表取締役社長 兼 グループCEO

進藤 博信

建物、街並み含め、ほぼ全編をCGで制作
東京を舞台に走りの喜びと爽快感を訴求

都内の中心地を駆け抜ける、ホンダ「VEZEL」CM制作

また、雨上がりの道路が鏡面になることも本作の特徴。夕立
の後、
日が暮れるにつれて路面が濡れた状態から半分ほど乾

道路の傾斜角度までも忠実に再現

いている面を見せることで、時間の経過を演出しています。

の６秒のバンパー広告※をフルCGで制作しました。
『Do Well』
のミュージックビデオはジャングルをイメージした
シチュエーション。バンパー広告ではジャングルそのものでは

洗練されたデザインと広い荷室や室内空間で、幅広い層から

なくとも、
リアリティがあり、かつコミカルな場所を考えて熱帯

支持されているホンダの「VEZEL（ヴェゼル）」。ターボエン

植物園をロケーションに設定しました。植生にこだわり、植物

ジン搭載のスポーティーなグレードが新登場したシリーズ

園にあっても違和感のない植物の3Dモデルを活用しロケー

３作目のTVCMのCGパートをアマナが担当しました。

ションを制作。
このような空間は撮影では表現できないため、

人物と空撮以外の車、建物、街並みなど、ほぼ全編をCGで

アマナのCGクリエイティブが遺憾なく発揮された案件となり

制作。
１作目でうたった
「世界VEZEL」
のイメージを踏襲して、

ました。

世界の注目を集める東京を舞台に、走りの喜びと爽快感を追
求しました。
CMの中で「VEZEL」は、東京の中心地を駆け抜けます。都内
のシンボルとなる場所がフォーカスされているため、街並みは
リアリティを追求。実際に指定された場所で撮影した写真素材
からモデリングすることで、
よりリアルに作り込みました。
高解像度の写真資料などがなければモデリングで再現する
ことも困難なため、絵コンテの段階で３Ｄ化が可能なシチュ
エーションを相談しながら進行。道路の傾斜角度や地点間の

YouTube用のバンパー広告もフルCGで制作

距離なども、忠実に地図に合わせています。後方のビル群は

CMソングに新進気鋭のアーティストSIRUP（シラップ）
さん

写真素材をうまく使うことでリアリティの実現と制作時間の

を起用。SIRUPさんと
「VEZEL」がコラボしたタイアップ曲

短縮につなげました。

『Do Well』のミュージックビデオの世界観で、YouTube用

※	簡 潔なメッセージでより多くのユーザーにリーチし、
ブランドの認知度を高めること
を目的とする短い動画。

“進化した泡”を訴求！
海外CMで魅せた泡シズル

躍動感のあるシズルムービーをアマナが撮影

ビールは泡が命。王道感のある泡シズルに挑む
入念な事前準備を経て美しい泡を表現
洗練されたクリアな味、シャープなのどごしが好評を博して
いる
「アサヒスーパードライ」。2019年に公開された、グロー
バル向けのシズルムービーをアマナが制作しました。
「クリー
ミーで進化した泡」を撮影するため、入念にテストを実施。
仕掛け師を起用して、
グラスの口径から設計を行い、グラスを

い

わ

み

島根県石見地域の
食を通じて地域活性化に貢献

質の高い食品を作る生産者を現地取材
『料理通信』
に掲載

地域の食の担い手と、買い支えていく側との

出会いを創出するメディア活動

一流の料理人が現地訪問・取材

島根県西部地方、石見地域の食に注目し、
『料理通信』
とアマナ
が連携して生産者への現地取材を行いました。
編集部がご案内
したのはホテルニューオータニ「トゥールダルジャン 東京」
エグゼクティブシェフのルノー・オージエさん、同じくホテル

回転させながらも、
ふんわりとした美しい泡を表現しました。

ニューオータニ
「レストランSATSUKI」料理長 大竹孝行さん、

アマナのフォトグラファーによるこだわり抜いた表現力

Webに掲載、別途小冊子も作成しました。
また、食材の一部は

長年シズルムービーに定評のあるアマナのフォトグラファー
をアサインして、ハイスピードカメラにて1日がかりで撮影。
アマナがこだわり抜いた迫力のあるシズルの描写で、
「アサヒ
スーパードライ」
の王道感を訴求するムービーが完成しました。
東京2020オリンピック・パラリンピックのオフィシャルビールで
あり、今後もグローバル展開を加速していく
「アサヒスーパー
ドライ」。
アマナの強みの１つである表現力が存分に活かされた
事例となりました。

料理家の冷水希三子さん。取材内容は『料理通信』誌面と
同ホテルのメニューに採用。地元の食材と生産者の営みに焦点
をあて、石見ならではの価値を顕在化した案件となりました。
『料理通信』ならではのネットワーク力とクリエイティブ力

ホテルニューオータニと
『料理通信』
は長年にわたり、同ホテル

の販促誌の制作で協業してきました。
この縁によって、今回の
料理人のオファーが成立しました。誌面はダイジェスト、Web
を完全版として約40軒を掲載。記事は島根県内外の飲食
関係者や、島根県議会でも高い評価をいただきました。Web
に掲載した全文を網羅した小冊子は、島根県内外の関係施設
とホテルニューオータニにて配布。地域活性の活動に対して
質の高い情報発信で貢献する事例となりました。

ワンストップで制作することで、
全体の世界観を統一

芸術作品のようなビジュアルをフルCGで制作

ハイクオリティの3DCGを駆使し、
ワンストップでの制作に
よって、TOTO“ウォシュレット”の魅力を余すところなく表現

ビジョンや成功事例を
「見える化」
する
社内の共有と共感を、社外への競争力へ

つなげるコミュニケーションツール
「amana knowledge board」

カンロの社内コミュニケーション強化に向けて
amana knowledge boardとは

フル3DCGでの制作

amana knowledge board（以下akb）
とは、企業内のヒト・

“ウォシュレット”のデザインや機能説明、
浴槽の製品ビジュアル、

モノ・コトを記事コンテンツとして見える化し、社員をつなぎ、

製品が置かれたムードある室内カットなど、合計92点に及ぶ

個人のチカラと会社のチカラを向上させるサービス。アマナ

TOTOの製品ビジュアルを制作しました。
これらのビジュアル

社内でも広く活用されています。カンロは2018年に本社が

はTOTO提供のCADデータを元に、すべて３DCGで制作。

中野から新宿へ移転したことを機に、改めてコミュニケーション

さらに、CGでは難しいとされている、水の表現にこだわった

強化を目指すため、akbを導入しました。

ムービーまでもCGで制作しました。陶器の艶やかな質感や、
光が差し込む部屋の心地よさ、噴出する水流の精緻な動き
など、まるで芸術作品を思わせるほどの美しさを醸し出して
います。

多種多様なコンテンツを配信
カンロ版akbは
「カンロのカイロ」
という名称で月に約２０本の
コンテンツを掲載しています。
「経営」
「職場」
「人」
「今」
の４つの
視点でコンテンツが設計され、開発した商品の紹介や社内

ワンストップ制作ならではの統一感

オリエンテーションのレポートなど、
さまざまな種類の記事を

CGでの表現が難しい水流の表現に関しては、
クリエイターが

社内に配信しています。
アマナはシステムの提供だけでなく、

ショールームに何度も足を運んで実際の水流の出方を観察

写真教室や文章の書き方講座などを開催し、
より質の高い記事

し、理にかなった自然なビジュアルに仕上げました。直接受注

を制作するためのサポートを実施。社内コミュニケーションの

したことで制作をワンストップで担当。光の使い方や高級感の

活性化に寄与しています。

演出など全体の世界観を統一することができ、クオリティや
トーンをそろえたいというクライアントの要望にお応えすること
ができました。

コーポレートデータ
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会社概要

会社名.................................... 株式会社アマナ

〒140-0002
東京都品川区東品川2－2－43
........................
IRお問合せ先
IR担当
Tel: 03-3740-4011
E-mail: ir@amana.jp
ホームページアドレス.......... https://amana.jp/
事業の内容............................ ビジュアルコミュニケーション事業
資本金.................................... 10億9,714万円
上場証券取引所................... 東京証券取引所 マザーズ

取締役及び監査役
代表取締役社長 兼
グループCEO...................... 進藤
取締役................................... 石亀
取締役................................... 深作
取締役................................... 澤
取締役................................... 堀越
取締役................................... 築山
取締役................................... 深尾
取締役................................... 松原
取締役................................... 安川
社外取締役........................... 増田
常勤監査役........................... 遠藤
社外監査役........................... 飛松
社外監査役........................... ⻄井

博信
幸大
一夫
幸宏
欣也
充
義和
智樹
武
宗昭
恵子
純一
友佳⼦

株式のご案内

事業年度........................... 1月1日～12月31日
定時株主総会................... 毎年3月下旬
基準日............................... 定時株主総会
12月31日
期末配当金
12月31日
中間配当金がある場合 6月30日
単元株式数....................... 100株
証券コード........................ 2402
株主名簿管理人・............... 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関		東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
		 連絡先：
		 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都府中市日鋼町1番地1
Tel: 0120-232-711（通話料無料）
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