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message from the top
株主•投資家の皆様へ
この度、 株主•投資家の皆様に当社の現況をご

"amania" を創刊いた
"amana" と、 熱狂的な

報告するツ ー ルとして、
しました。 当社の社名
ファンを表す

"mania" からの造語です。

熱狂

的なアマナのファンになっていただきたいとの

想いを込めて創刊いたしました。 直近の Topics

をはじめ当社の開示情報など、 様々な話題を盛
り込み、 随時お届けいたします。

また、 7月に全面リニュ ー アルいたしました当

社 Web サイト

「

amanajp」との連動も積極的

に行い、 皆様に楽しんでいただける企画を実施

してまいります。 今後の

"amania"

にどうぞこ令

期待くださいますようお願いいたします。

our mid-term plans
中期経営計画の策定

当社は、 「 ビジュアルソリュ ー ションカンパニ ＿ 」
から

「

ト ー タルビジュアルソリュ ー ションカン

パニ

ー

」へと進化するため に、 中期経営計画を

策定いたしました。 従来の印刷メディア中心の
事業領域を拡大させ、 既存メディアと Web サ

イトを連動させたクロスメディア型のビジネス
平成17年8月吉日
代表取締役社長/CEO進藤博信

モデルを構築し、 ワンストップソリュ ー ション
を実践してまいります。

詳細は当社 Web サイトをこ覧ください。
> http://amana.jp/company
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株式会社アマナ
コ ー ポレ ー トコミュニケ ー ション室

〒140-0002東京都品川区東品川2-2-43
Tel: 03-3740-3500 e-mail: ir@amana.jp
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