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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。

平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んでお悔み

表紙の写真

申し上げますとともに、罹患された方々に心よりお見舞い申し上げます。また、

好奇心やイタズラ心が生まれる瞬間。」
として、遊びや

局面でご尽力くださっている方々に敬意を表します。

「ビジュアルの中に閉じ込められた創 造の眼 差し、
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。
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

過酷な状況下で献身的に活動されている医療従事者をはじめ、
この未曾有の

アマナグループでは、2020年を次年度からの中期経営計画期に向けた｢準備

期｣と位置づけ、｢One amana！｣を掲げる経営方針のもと、成果の最大化に

向けた戦略的な組織再編にも取り組むなかで、全社横断型の営業責任体制・
効率的なグループ運営体制の構築を推し進め、
お客様の｢コンテンツパートナー｣

を標榜するビジネスモデルを確立していくことを目指しております。これらの
全体最適を企図する方針・戦略は、ニューノーマル時代を迎えたwithコロナの

現 在においてこそ必 要であり、いかに迅 速に変 革を実 現できるかが重 要と
捉え、日々邁進しております。また、デジタルをキーワードに、働き方の進化を

支えるプラットフォームの拡充を加速させるとともに、
ロケーション・ファシリティ

の最適化も図ってまいります。

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。

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

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

2020年8月
進藤 博信

共創プロジェクトを通じて企業の課題解決へ
NTTコミュニケーションズ「C4BASE」

本質的な課題解決につながるビジュアルを

共に歩み続けるパートナーとして

｢C4BASE｣はNTTコミュニケーションズが推進する共創

大規模なイベントは｢C4BASE｣の認知を高め、共創する仲間

プロジェクト。社内外を問わず同じ志をもつ仲間が集まり、

を募る場としては有効ですが、
コミュニティからイノベーション

共創を通じて社会課題を解決するコミュニティです。コミュ

を生み出し、実際に社会活動で生かすには実践の場が必要

ニティ活性化のためのリブランディング、新たなロゴ開発、

です。
そこで、
アイデアを創出するためのワークショップを開催。

シンポジウムのキービジュアルやムービー制作、そして参加者

参加者から出たアイデアをクリエイターがその場でビジュアル

のポートレート撮影サービスまで、コミュニティの本質的な

化するなど、
アマナらしいユニークな手法を駆使したオリジナル

課題解決につながるビジュアルコミュニケーションをアマナが

のプログラムを提供しました。ワークショップで出た企画の

プロデュースしました。

一部は、社会への実装を目指して開発が進められています。

また、共創の新たな取り組みとして、｢C4BASE｣とアマナの

これらの一連の取り組みが評価され、
NTTコミュニケーションズ

次世代型イベントプラットフォーム
「H（エイチ）」が共催する形

との新たな共創が次々と進行。企業のパートナーとして、共創

で、
「アート思考」
「モノより意味の時代」
をテーマにしたイベント

からイノベーションを生み出して社会課題の解決に取り組んで

を実施。多くの聴衆を集めました。

います。

「NewsCred」
を活用した
オウンドメディア運営

POLA「MIRAIBI」
のコンテンツ配信から
コンサルティングまで

コメダ珈琲店の
ファンコミュニティを構築

コミュニティのプラットフォームを作り、
各種イベントを開催

サブスクリプション方式での記事コンテンツ提供

コメダファンの集まりをオンライン化

POLAのオウンドメディア「MIRAIBI」の運営をアマナが担当

コミュニティマーケティングを推進するためのプラットフォーム

しています。
サイト内で発信される記事コンテンツには、国内外

構築や、
コミュニティを活性化するためのコンサルティングを

の出版社5000社以上の記事コンテンツを配信できるコン

行うサービス
「POOL（プール）」。
この
「POOL」
を活用し、
コメダ

テンツマーケティング・プラットフォーム、
「NewsCred
（ニュース

珈琲店のファンが集う
「コメダ部」をオンライン化したコミュ

クレド）」
を活用。
日本ではアマナだけが「NewsCred」の記事

ニティ
「さんかく屋根の下」
を作成しました。従来の
「コメダ部」

コンテンツをキュレーションして企業に提供できるライセンス

イベントでは参加人数に限りがあること、地域間の交流が

を持っています。

難しいなど課題がありましたが、
「POOL」導入によりこれらの

結果に結びつけるためのコンサルティング

課題を解決しました。

「NewsCred」からキュレーションした記事コンテンツにより

コミュニティ内ではさまざまなイベントを開催

「MIRAIBI」は安定した配信頻度を保つことが可能に。
さらに

コメダ珈琲店はSDGsにも積極的に取り組んでいる企業。

運用するだけでなく、
どのようなコンテンツが見られているか

リアルイベントとして、抽出したあとのコーヒーかすを使って

を分析し、
コンサルティングを行うアドバイザリーサービスも

コーヒー染めのワークショップを開催しました。また、テイク

手がけています。
その分析の結果、最適なコンテンツを制作し、

アウトできるコメダの山食パンで「スマイル」をテーマにした

顧客との接点の創出に寄与しています。

フォトコンテストを企画。
レシピ開発・撮影もアマナが担当して
います。
プラットフォーム構築からコミュニティの運営、
さらに
アマナのクリエイティブ力をフル活用した事例となりました。

さんかく屋根の下

世界的な人気ゲーム
「パックマン」
と
BMWがコラボレーション！

ハイクオリティな
「croobi」
の技術で
ゲームの世界観を表現

「パックマン」の世界観をそのままに、
フルCGで可視化

企画、打ち合わせ、撮影まで
すべての工程をリモートで作成
手洗い推奨動画「#NINJAWASH」制作

国連の呼びかけにクリエイターが集結

BMWは2020年に40周年を迎えた世界的に人気のビデオ

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界で猛威を

ゲーム「パックマン」
と夢のコラボレーション。BMWの新型

振るいつつある中、国連がクリエイターに対して感染拡大防止

「2シリーズ グラン クーペ」
のTVCM用ムービーをアマナが

のためのクリエイティブ制作を呼びかけました。
この動きに

フルCGで制作しました。CMではモンスターと
「パックマン」

対して、アマナグループのプロデューサー 、クリエイティブ

に見立てたBMWが地下の空間で対決する形に。
さまざまな

ディレクター、
プランナー、
フォトグラファー、
コピーライターなど

固定観念に捉われ忘れてしまっていた何かを、
ゲームの世界観

が反応。すでに外出自粛を余儀なくされていた期間のため、

でポジティブに問いかけるというストーリーです。

オンライン上で集結しクリエイティブ制作を進めました。

１つのCADからマルチに展開できる
「croobi」の強み

オールリモートで制作を進行

制作を担当したのは、車をメインにクオリティの高いコンテンツ

制作したのは短尺（60秒）の動画とA4のポスター。手を洗う

を制作するスペシャルユニット
「croobi（クロオビ）」。車の

動作を忍者の「印」に見立て、それぞれの動作に技の名前を

クリエイティブはもちろん、空 間デザイン、キャラクターの

つけてウイルスを退治するように手洗いを演出しました。撮影

アニメーション、エフェクト
（効果）など何度も検証し、細部に

時には全員がオンライン上に集まり、
フォトグラファーが写真

至るまで作り込み、見せ方にこだわっています。ユニークな

編集ソフトを使って映像を共有。
リアルな場で集まることなく、

シチュエーションながらも、
「croobi」
のCG技術で、
パワフルな
映像に仕上がりました。
また、
ムービーと連動したグラフィック
制作も担当。
１つのCADからマルチに展開できる「croobi」
のワンソース・マルチユースという強みが活かされた案件と
なりました。

「ウイルスをみんなで 倒 そう」という力 強いメッセージを
ビジュアル化しました。

コーポレートデータ

（2020年6月30日現在）
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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
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取締役................................... 築山
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社外監査役........................... ⻄井
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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
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Tel: 0120-232-711（通話料無料）
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