


message f 「om the top 
株主•投資家の皆様へ

無限の可能性を秘めたビジュアルコミュニケーション。

株主•投資家の皆様と私たちを結ぶ amania は、 印刷メディアとウェブサイト

を連動させた 「 クロスメディア型」 コミュニケ ーションの 一 つの形であり、

よ り当社をご理解いただくための試みで す。

この amania を通じて、 「 トー タルビジュアルソリューションカンパニー」へ

の進化に向けた当社の取り組みをこ報告すると同時に、 皆様を 私たちの

デジタル技術と感性・ノウハウを結集したビジュアルの世界へと誘うことで、

新たな成長を感じていただければ幸いです。

今年1年間、私たちは 「変革による企業成長」 を目指し、M&Aや海外展開、

また新たな事業領域への進出などを進めてまいりました。 また、 海外子会

社売却による特別利益の 一 部を、 増配という形で株主の皆様に還元する

ことも公表いたしました。

新しい年度を迎えるにあたり、その具体的進捗と成果をご報告するとともに、

株主•投資家の皆様の変わりないこ支援に心よ り感謝申し上げます。

平成 17 年 12 月

代表取締役社長/CEO進藤博信

we are challenging! 
アマナは今年5月公表の中期経営計画において、 「デジタル化推進」 「販売

チャネル拡大」「 ソリューションアイテム拡充」「事業領域拡大」を成長のキ ー

ファクターと捉え 、 それらに基づく以下の4つの施策を行いました。

1. 写真集制作サービスで アスカネットと業務提携

2北京子会社設立による海外展開の積極化

3. ネオビジョンを子会社化し、 ストックフォトの企画販売事業強化

4ビジュアルコンテンツの管理運用に最適なデータベースサービス

ADAM3シリーズを販売開始
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ソリューションアイテムの拡充



マーケットヘの深耕を進めるとともに、BtoC ビジネスも視野に入れた商品
開発に繋がると考えております。

... 
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北京子会社設立による海外展開の積極化(05.9.21)

中国の北京に海外子会社 amana (Beijing) Co., Ltd. を設立いたしました，
中国経済の成長とともに日系企業も同国における経済活動を活発化
大手広告会社の進出も活発となっています。
このような状況下、今回の子会社設立は、当社の持つ技術・表現力産主□
マー ケットに提供することで、広告ビジュアル 制作 事業の拡大に寄与する
ものと大きな期待を寄せ ています。
2008年の北京オリンピックを契機にます ます広告需要の拡大が予想され、

さらに収益寄与に貢献すると期待しています。

ネオピジョンを子会社化しストックフォト企画販売事業強化(05.9.21)

最先端のライフスタイルを表現したストックフォトの企画・制作・販売に高い
競争力を持つ株式会社ネオビジョンの株式100%を取得し、同社をアマナ
グル ープに迎えました。新たなビジュアル資産と当社のウェブ販売力を融合
させることで、ストックフォト企画 販売事業の強化による国内シェアの 一層

推進いたします。ま た、同社のコンテンツは海外での評価も高く、
のコンテンツ提供においても、来期以降の 収益に貢献すると期待

ます。

N三OVISION

ピジュアルコンテンツの管理運用に最適なデータペースサー ピス
ADAM3シリ ーズ販売開始(05.11.29)

企業のさまざまなビジュアルコンテンツを管理、運用するデータベースサー

ビス 「アマナ・デジタル ・アセット・マネジメント(ADAM)」 を、従来版の
「ADAM-LE」に「 ADAM-ST」と廉価版の 「 ADAM-ONE」を加えた3シリー

ズとして、12月12日（月）よ り、本格的に販売開始いたしました。ADAM
業の保有する商品写真や設備写真、ポートレ ート、ロゴデータなど
ビジュアルコンテンツを一括管理し、使いたい人が、使いたい時に、

い形式で提供するデー タベースサー ピスです。アマナは、ADAM
きっかけ に、コーポレ ート市場への有力な商品として販促を進め て

す。

詳細は当社Webサイトをご覧ください。
http://amana.jp/company/ 



aman,a 専用ペー ジのお知らせ

amania では、 より 皆様とのコミュニケ ー ションを深めるために

amania 専用ペ ー ジを設けております。 是非、 当社Webサイト

(http://amanajp/company/) より amania 専用ペ ー ジに

お越し ください。

【amaniaコンテンツ紹介l

● 社長の進藤からのメッセー ジ

● 本誌で紹介したトピックスの詳細情報

● 人気コーナー 写真って面白い！ ＂ のフルパー ジョン

● amania読者の皆様だけを対象にしたプレゼントコーナー

など

パスワ ー ド： amana2402 

プレゼントのお知らせ

この度、 amania 読者の皆様のみを対象にプレゼントをご用

意いたしました。右の写真のようなアマナオリジナルコー ヒー

タンブラーを抽選で30名の方にプレゼントいたします。

amania 専用ペー ジよりこ応募ください。

たくさんのこ応募をお待ちしております。
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写真って

面白い！

デジタル技術の浸透は、 広告写真の制

作現場での作業や工程に変化をもたらす

に止まらず、 フォトグラファ ーのあり 方や

存在意義にまで影響を与えつつあります。

「写真は一 瞬のもの。

作品はあったかいうちに紹介したい！」

小山 一成（フォトグラファ ー ）株式会社アウラ／アマナグル ープ

撮影という作業自体はフィルムでも、 デジタルでもで大きな違いはあ

りませんが、 フォトグラファ ーの役割は大きく変化してきています。

いまフォトグラファ ー に求められるのは顧客の 「 要求」を創造す る

「 クリエイティブカ」なんです。

インタピュー は当社Webサイト(http://amanajp/company/)にてこ覧になれます。

SOTOKOTO 11月号
表紙ピジュアル

株式会社イプサ
広告ピジュアル
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corporate communication 
コーポレ ー トコミュニケー ション室からのお知らせ

IR-Mail会員募集中！

アマナは、 開示情報やプレスリリース、 また事業活動の紹介など、 タイムリーに

投資家の皆さんにお知ら せすべく、IR-Mailの配信を開始いたしました。 是非、

下記URLよりこ登録いただき、 アマナヘの理解促進にこ活用ください。 こ登録

いただいた方には、随時IR情報を送信させていただきます。なお、携帯電話・PHSの

メ ールの場合、 受信できない場合がこざいますので、 あらかじめこ心了承ください。

URL:http://amana.jp/company/index.html 

なお、 こ登録いただいたMailアドレスは、 当社からのIR関連の情報発信などに

のみ利用させていただきます。 個人情報保護法に則り不正な利用はいたしません。

IRスケジュール

平成17年11月15日 平成17年12月期第3四半期決算発表

平成18年2月17日 平成17年12月期決算発表予定

平成18年3月25日 第36期定時株主総会開催予定

omono 
visual solution expe『Is

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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