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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

平素より格別のご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます。

ニューノーマルの時代においては、人々の常識や価値観の大き
な変容が求められると同時に、DX（デジタルトランスフォーメー

アマナグループでは、2021年を初年度とする中期経営計画期

ション）
が加速度的に進むなかで、企業のコミュニケーションの

において、
あらためて内部統制の強化に向けた継続的な取り組

在り様にも大きな影響を及ぼしております。
さらに、5Gの標準

みを実施するとともに「
、O n e a m a n a！」
を掲げる経営方針の

化が進むアフターコロナを見据えたなかでは、
アナログからデ

もと、利益創出にこだわることで収益構造の改善に努め、
お客

ジタル、
リアルからバーチャルといった転換に留まらず、
それぞ

様の
「Co-Creation Partner」
を標榜するビジネスモデルを支

れの世界をシームレスに行き来するような包括的な体験価値

える経営基盤の再構築を推し進めております。
また、債務超過

の提供を実現するコミュニケーション・コンテンツが求められて

の早期解消及び財務基盤の安定化につきましては、迅速に対

いくと考えております。

処しなければならない最重要の経営課題と捉え、検討を進めて
まいりました。

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、
「届けたい想いが伝わり、行動を促す」
コミュニケーション

このような状況下、
この度、第三者割当による普通株式及び

をお客様と共に創造する Co-Creation Partner として、事業

優先株式の発行による資金調達を通じて資本増強を図ること

の再成長に邁進してまいります。

で、2021年12月期における債務超過の解消に向けた明確な
表紙のテーマ

人に寄り添い、共に創る喜び

見通しを立てるとともに、
シンジケートローンの枠組みでの借

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

入を実施し、既存の有利子負債の一部借換（リファイナンス）
を

お願い申し上げます。

行うことで、財務基盤の安定化に努めております。株主の皆様
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

にはご心配をおかけしておりますが、経営基盤の再構築を着実

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

に進展させている現況をご報告させていただき、
これらの諸施

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。

策につきましてご理解賜りたく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

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

2021年8月
代表取締役社長 兼 グループCEO

進藤 博信

新しい顧客体験を提供する新プログラム の開発
Zoff「Zoff Virtual Counter」

ECサイトと連動したプログラム開発

行うPD（Pupillary Distance：左目から右目までの距離、

「Zoff Vir tual Counter」は、ユーザーの顔写真をアップ

瞳孔間距離）の計測を可能にしたほか、レンズの色にこだわ

ロードして商品を選択すると、眼鏡のバーチャルフィッティン

り、ブルーライトカットのレンズなど色が付いているレンズを

グができると共に、気に入ればそのままECサイトで商品を

肌に重ねた時に、肌にレンズの色が透過する様子を再現しま

購入できるサービスを提供するウェブサイトです。Zoff初の

した。

研究・開発機関、
「Zoff Eye Performance Studio」プロ
ジェクトの一環として始動した本企画にて、ECサイトと連動
したバーチャルフィッティングプログラムの開発を、アマナ
が手掛けました。
よりリアルで快適なバーチャルフィッティングを実現
コロナ禍で実店舗での試着がはばかられる中、試着体験を
デジタルに置き換えた、このバーチャルフィッティングサービ
スは、カメラ機能で取り込んだ自分の顔写真に商品画像を
重ねることで、実際に眼鏡を装着したかのような姿を見るこ

多様なセクションがスピーディーに連携して
一気通貫で課題に取り組む
商品写真を新たに撮影し直すのではなく、すでにある商品写
真をレタッチによって本サービスに最適なデータにすること

とができます。

で、制作効率を上げ、バーチャルフィッティング機能のプロト

アマナでは、高解像度の眼鏡の画像をスムーズに顔に重ね

しているアマナでは、プログラミング、実装、デザイン、画像

るために、処理速度を上げて、ユーザーに快適にフィッティ
ング体験を楽しんでもらえるよう設計。さらに、バーチャルフ
ィッティングをよりリアルに体験できるよう、本来は店頭で

タイピングをスピーディーに開発。様々な専門チームを内包
の加工まで一気通貫で手掛けます。こうすることで、PDCA
サイクルをスピーディーに回しながら、企業と並走して課題
を解決します。

新しいコンセプトが功を奏し
「ふるさとパンフレット大賞」
を受賞
宇和島市観光パンフレット
「宇和島本」制作

冒険心を掻き立てる、
現実にはない道を表現

SUBARU XVプロモーションムービー制作

遊び心を感じさせつつも、

都会を颯爽と駆け抜けるXVをフルCGで描く

わかりやすい構成に

S U B A R U X V（以下、XV）がマイナーチェンジをするにあ

愛 媛 県 宇 和 島市の 画 像 を

たり、アマナがプロモーションムービーを制作。街中を颯爽

ふ んだ ん に使った 読 み 物

と走り抜けるXVをフルCGで描きました。

パンフレット「宇 和島 本」

XVのコンセプトである「F u n A d v e n t u r e 」を体現させる

をアマナが企画制作しまし

ため、現実にはない道をCGで制作。道路をハーフパイプや

た。四季それぞ れの行事や収穫 物などを撮 影するため、

螺旋の形状にすることでアクロバティックなアニメーション

１年かけて取 材と撮 影を敢 行。「宇 和島で やりたい10 の

を演出し、さらにカメラワークによるダイナミックな動きを

こと」と銘打ち、宇和島市のさまざまな魅力を10項目にて

加えて軽快さを表現しています。

編集しました。観 光客に対して「宇和島に遊びに来たらま
ずはこの10項目を体 験しよう！」と見開きごとに紹介する
という、わかりやすい構成とデザインで仕上げています。

車体の外観を美しく表現
今 回のマイナーチェンジの特 徴を際 立たせるため、シティ
派SUVのデザインが美しく映えるアングル検証を重ねまし

パンフレットとしては異例の発行部数。さらに受賞も

た。また、車体の美しさが引き立つよう、都会の街並みの色

実際にできあがった「宇和島本」の反響は大きく、増刷が

にアクセントを付与しています。

続き、総発行部数は33,800部（2021年４月時点）。観光

本作はカット数が30カット以上、ボディの色は２種類ある

パンフレットとしては異例の部数となり、増刷も予定されて

ため、合計60以上のカットを制作。データの軽量化など作

います。また2021年２月には「第２回地域プロモーション大

業の効率化を図りながら制作しました。

賞（令和2年度）」で、
「第８回ふるさとパンフレット大賞」を

架空の街を舞台に繰り広げられるXVのアドベンチャーは、

受賞。Co - Creation Par tnerを目指すアマナが、自治体

見る人の冒険心を掻き立てる映像となりました。

に寄り添って共に歩む 今後の展開に期 待が 高まります。

自然科学分野に精通したチームで
空間をプロデュース
理化学研究所 脳神経科学研究センター

“写真とインテリアの良い関係”
ECサイト
「amana online store」

アマナの豊富なビジュアル素材をラインナップ

（RIKEN CBS）
「 Brain Box」

脳の仕組みとその研究を楽しく
「わかりやすく知ってもらう」ための展示

厳選された写真・イラストで生活空間をもっと豊かに
「amana online store」
（ https://store.amana.jp/）は

理化学研究所脳神経科学研究センター（RIKEN CBS）に常

厳選された1000点以上の写真やイラストを木製パネルや

設されている、脳の不思議と脳科学の今と未来を伝える常設

フォトアクリル、額 装に仕 上げてお届けするインテリア・フ

展示室「Brain Box」。高校生・一般向け展示室の展示内容を

ォト販売サイト。

含めた空間プロデュースをアマナが行いました。展示内容は、

パリ発祥のアートフォト専門店「YellowKorner」の作品も

ビジュアルを中心とした構成で直感的に理解しやすく、
自分ご

取り扱い、2021年6月にアマナ所属のフォトグラファー宇

ととして知ってもらえるように身近な切り口で編集しました。

禄氏による［ Psyche. Portrait ］シリーズ初のフォトアク

可視化する力と編集する力で、
“不思議”を楽しむコンテンツに
膨大な脳科学の研究内容を整理し、展示テーマに沿ってわか
りやすくコンテンツ化したのは、
エディトリアルスキルを持ち、
ア
マナの中でも自然科学分野に精通しているNATURE & SCIENCEチームです。
また、
ビジュアル制作を担当したのは、
これ
までさまざまな分野の専門知識を、科学的にかつわかりやすく
ビジュアライズすることを重ねてきた、
アマナのHydroid（ハイ
ドロイド）
チーム。脳の仕組みや働きを、CGで可視化していきま

リルを、期 間 限 定で受 注 販 売しました。今 後も日々の暮ら
しを豊かにするさまざまな写真をご提案していきます。
株主様限定クーポンコード

amana online storeで使える株主様限定の15%OFFクーポン
をご用意しました。ぜひこの機会にご利用ください。
ご家族やご友人
とシェアしてご利用も可能です。

15%OFF
クーポンコード

した。
「SENSE OF WONDER」
というテーマのもと、
脳科学の不

aos2108sp

思議を楽しんでもらえるコンテンツにするため、企画編集・ビジ

2021年12月31日まで

ュアル制作・印刷までトータルでプロデュース。展示を通して、
脳科学研究の未来を次世代につなぐお手伝いをしています。

● 期 間 中 何 度でもご利 用いただけます
●a m a n a o n l i n e s t o r e の商品に
ご利用いただけます（一部商品を除く）
●ご購入の際、クーポンコード入力欄に
左記のコードを入力してください
●クーポンの併用は不可となります

プレゼントキャンペーンも実施中です
詳しくはサイトでご確認ください

コーポレートデータ

（2021年6月30日現在）
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