株 主 の 皆 様 に お 届 け す る ア マ ナ グ ル ー プ の 最 新 情 報［ ア マ ニ ア ］
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message from the management

【株主の皆様へ】
新たなマーケットの創造に向けて
「守り」から
「攻め」への転換期

アマナグループの経営理念

私たちアマナグループは“人が中心”と考え、日々、
表現への“こだわり”を切磋琢磨し、
そこから生み

出された“役に立つ創造力”で社会のビジュアル

コミュニケーション活動に貢献します。
―コーポレートミッション―

「伝える」から
「伝わる」
コミュニケーションへ
詳細はWebサイトをご覧ください。
http://amana.jp/

株主の皆様におかれましては、
ますますご清栄

と捉えて、
さまざまな施策を実行しています。

アマナグル ープの2010年 度 経 営テーマは

マーケット開拓は、ふたつのアプローチに注力し

構築した戦略的な事業組織体制をもとに、
「守

る既存マーケットの拡張。広告代理店等広告の

「顧客創造」
です。
これまでのグループ変革で

り」から
「攻め」への姿勢で、新たなマーケット
の開拓に取り組んでいます。

デジタル技 術やライフスタイルの変 化によ

ています。ひとつは、
マーケット別営業戦略によ

プロ向けの従来の営業活動に加え、
それ以外の
一般企業との取引拡大に向けて、細分化した戦
略を強化しています。

り、使用されるビジュアルの用途も量も、年々

もうひとつは、制販一体の開発体制による新た

告だけでなく、携帯電話やブログなど、個人

体となり、iPadやiPhone、
クロスメディア広告

拡大しています。テレビや街頭で目にする広

なマーケットの創造。営業部門と制作部門が一

の生活でビジュアルを使う機会も増えてきま

といった新たなニーズへの対応など、時代に対

ションツールです。アマナグループではこのビ

しています。

した。いまやビジュアルは、重要なコミュニケー
1

ジュアル消費の広がりを大きな成長のチャンス

のこととお慶び申し上げます。

株主の皆様には心から感謝を申し上げますとと

もに、
これからも当社グループへのより一層のご
支援を賜りますようお願い申し上げます。
平成22年8月

アマナグループCEO

株式会社アマナホールディングス
代表取締役社長

進藤 博信

応し、次の展開を見据えた事業開発体制を推進
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topics

【特集】
新たなニーズ、広がるマーケット

電子書籍やクロスメディアに対応した広告など

プロ・アマ問わず誰もが、審査に通ったビジュアル

によって、
より多くのビジュアルが使われる時

プロの方から、出版社や企業の広報担当者の方

しい感性の作品が、
1点500円からという手軽な

そして、個人がブログやウェブで気軽に使え

対しても新しいニーズがうまれ、
いま世界規模で

業や個人のウェブやモバイルのブログパーツや

える価格帯のビジュアルが注目を集めています。

シャツなどのアパレル商品用のビジュアルにま

ストックフォトの販売業務の中核会社である㈱

そして「TAGSTOCK」は、
写真を「撮る」
「見る」

iPadやiPhone、クロスメディア広告など、新

しいジャンルの情報機器や広告手法の出現
代になりました。

るビジュアルから、広告制作のプロの方々が

求める表現力の高いビジュアルまで、必要と

されるビジュアルの幅もますます広 がって
います。

ビジュアルの利用が増え、
利用者も広告制作の

などへと多様化が進んでいます。そして、価格に

「マイクロストック」
と呼ばれる、超低価格ともい

待受画面、チラシなどの広報・販売促進ツール、
Ｔ

で、広がっています。

した。
「 TAGSTOCK」は、ウェブ上で、写真・イラ

ます。

入する人をつなぐオンラインマーケットプレイス

ことで、新たなビジュアルコミュニケーションが

の変化に、スピーディーに、そして細やかに対

ストなどのビジュアルを制作・販売する人と購

応しています。ここで、
その事例を一部ご紹介

価格帯で幅広く揃っています。用途もさまざま、企

から、一 歩 進んで「 売る」という、写 真の新しい

「TAGSTOCK（タグストック）」をオープンしま

いたします。

を販売、そして購入できます。何度でも使える、新

アマナイメージズは、
このニーズへの対応として

アマナグループは「表現力＋技術力＋企画力」
を競争力として、
このようなマーケットニーズ
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事例 1：
さまざまな用途に、手軽な価格で、
何度でも使えるビジュアル
【TAGSTOCK】

です。

楽しみ方を提案するコミュニティサイトでもあり
多くの人々にクリエイターとして参加していただく

うまれる場に発展させたいと考えています。
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interesting

【写真って面白い！】
いろいろな「おいしい」を撮る

事例 2：
「使える ＆ 楽しむ」
コミュニケーション
を創るプロジェクト
【X2 TOKYO – Cycle/Connect/City】

【X2 TOKYO – Cycle/Connect/City】http://x2tokyo.jp/
協賛：ブリヂストンサイクル株式会社

消費者のライフスタイルや価値観が多様に

クトの企画制作が増加しています。

アマナグループでは、いろいろな食品写真を

は伝えたいターゲットに、TV -C Mやウェブ

サイクル株式会社）は、
「自転車が東京を2倍

やポスターやメニューなど、身近な場所に溢

なり、広告手法が大きく変化しています。企業

など複数の媒体を使って情報発信する、
クロ

（×2）面白くする!!」というコンセプトのプロ

一 方 的な情 報 発 信だけでなく、企 業と消 費

く自転 車と東 京をつなぐための情 報やアイ

なっています。

を提案。ポータルサイトや冊子の企画制作か

スメディア広告の時代になりました。そして、
者とのコミュニケーションも重要なテーマと

ジェクトです。アマナインタラクティブは、楽し
デアを共 有・発 信するコミュニケーション

ら、イベントの企画運営まで、プロジェクト全

撮影しています。広告だけでなく、パッケージ

れています。

私たちの使命は、商品＝食品の魅力をきちん

と、
そして「おいしい！」
と伝えること。街で偶然

目に留まった、
「おいしそう！」な店頭ポスター。
店内に入って、
どれが「おいしそう？」
とじっくり
見るメニュー。同じ
「おいしい」
というメッセージ

般をプロデュースしています。

でも、場所やシーンによって、使われる写真の

ナグループの豊富な表現力と、高いウェブ関

やiPad用アプリケーションの開発など、最先

アマナグループは、多彩な表現力と高い技術

を手掛けています。最近は、消費者との双方向

タラクティブはさまざまな「伝わる」コミュニ

広 告の企 画 制 作 業 務の中 核 会 社 ㈱アマナ

インタラクティブは、動画から静止画までアマ
連技術を競争力に、多くのクロスメディア広告

的なコミュニケーションを創る広告やプロジェ
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例えば、
「 X2 TOKYO」
（ 協賛：ブリヂストン

その他にもツイッターを活用した広告の企画

端の技術力とユニークな企画力で、アマナイン

ケーションを創り出しています。

目的も異なります。

力で、たくさんの「おいしい」を創っています。
パッケージ用写真（味の素株式会社） 撮影：
（株）
ヒュー
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information
■株主メモ
事業年度
定時株主総会
基準日

単元株式数
証券コード
株主名簿管理人
同事務取扱場所
郵便物送付先
および電話照会先

1月1日から12月31日まで
毎年3月下旬開催
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は、6月30日
100株
2402
三菱UFJ信託銀行株式会社（平成22年8月24日から変更）
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都江東区東砂七丁目10番11号（〒137-8081）
電話 0120-232-711（通話料無料）

【ご注意】
1. 証券電子化に伴い、株主様の住所変更、
買取請求その他各種お手続につきましては、原則、
口座を
開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることになっております。株主名簿管理人（三菱
UFJ信託銀行株式会社）
ではお取扱いできませんので、
ご注意ください。
2. 特別口座に記載された株式に関する各種お手続につきましては、特別口座の口座管理機関で
あるみずほ信託銀行株式会社にお問合せください。株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行
株式会社ではお手続きできませんので、
ご注意下さい。

特別口座の
口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

郵便物送付先
および電話照会先

東京都杉並区和泉二丁目８番４号（〒168-8507）
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
電話 0120-288-324（通話料無料）

株式会社アマナホールディングス
〒140 - 0002 東京都品川区東品川2-2-43
お問合せ先：IR担当
Tel：03-3740 -3500

e-mail：ir@amana.jp
ホームページ：http://amana.jp/
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