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】
「攻め」
を進化させる、
デジタル化の加速とマーケットの拡大

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げ

そして
「マーケットの拡大」を進めるために、国内

ます。

有数のCG制作会社ポリゴン・ピクチュアズを迎え

インターネットや新たな電子端末の普及によっ

ションやデジタルコンテンツの企画など多彩なコン

て、広告が変化しています。その転換期のなか当

テンツを生み出すクリエイティブ力をもつ同社は、

社グループは、
ビジュアル消費の拡大に向けて
「攻

広告、出版業界を中心とする当社グループにとっ

め」の戦略を加速しています。特にこの上半期、

ての新しいマーケット、
エンターテインメント業界

高いCG技術を持つ3社を新たにグループに迎え、

進出への足がかりとなります。

ました。映画、TV-CM、ゲームなどのCGアニメー

「デジタル化の加速」
と
「マーケットの拡大」
に注力
しました。
アマナグループの経営理念

時代の変化を捉えた新たな事業やサービスの開発
とともに、私たちはこれからも
「攻め」
を進化させて

まず、
「デジタル化の加速」
のために、
さらなる競争

まいります。

力拡大の要となる新たな制作環境の構築に着手

株主の皆様には、
今後も当社グループへのご理解と

アル コミュニケーション活動に貢献します。

しました。お客様や協力会社のみなさまと当社

一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

―コーポレートミッション―

イティブで合理的な制作インフラの実現を目指し

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

「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/
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グループとが共用できる、
ネットワーク型のクリエ

アマナグループCEO
平成23年8月

株式会社アマナホールディングス

ています。そのために、高度なCG技術を用いた制

代表取締役社長

作ツールの企画開発を得意とするワークスゼブラ

進藤 博信

と米国WORKS ZEBRAを迎えました。
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優れたツールで、効率的なソリューションを
株式会社ワークスゼブラ、WORKS ZEBRA USA, INC.
http://www.workszebra.com/jp/

ワークスゼブラと米国WORKS ZEBRAは、独自の

背景との合成も自由自在に行うことができ、実撮

3DCG技術を持ち、
より良い商品ビジュアルをより

影の現場では不可能なシミュレーションを実現し

早く制作するためのツールの企画開発や、その

ます。そして、静止画、動画問わずさまざまなコン

ツールを用いたビジュアル制作の事業展開をして

テンツを同時に制作することができ、制作体制を

います。
技術力の高さだけでなく、
商品を分かりやすく、
魅力

効率化します。
「ZEANY」のシミュレーション機能は、広告用ビ

的な見せ方で伝えられること。
それが、
同社の競争

ジュアルの制作のみならず、商品開発やマーケティ

力です。特に自動車業界におけるノウハウは、国内

ング部門の意思決定や戦略立案にも活用してい

外で高い評価を受けています。

ただけます。

自社開発の「ZEANY」は、最先端の3DCG技術

優れたツールで、効率的なソリューションを。
ワー

で、写真や実写映像に匹敵するクオリティのビジュ

クスゼブラは、効果的に商品ビジュアルを制作する

アルを、
効率良く、
低コスト、
短時間で制作するテク

ツールの開発を進め、常に新しい驚きと考え方を

ノロジーです。

提供しながら、顧客企業のマーケティングを強力
にバックアップする活動を行ってまいります。

通常、
企業のマーケティングツールであるカタログ、
店頭の販促物、ウェブ、TV-CMなどは技術的な
理由から別々に制作されています。
しかし
「ZEANY」
は、商品の色やアングルの変更、
3

左上：ZEANY®/操作画面
右上：日産 “HR16DE”/技術展示映像（上海モーターショー）
下 ：日産 “LEAF RC”/展示映像（ニューヨークモーターショー）
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自由で豊かな創造力と、
ビジネスの融合
株式会社ポリゴン・ピクチュアズ
http://www.ppi.co.jp/

ポリゴン・ピクチュアズは、TVや映画を媒体とした

潜在します。案件の国際化・大型化がすすむ環境

CGアニメーションや、
オリジナルキャラクターなど

の中、
この課題を解決し良質な作品を継続的かつ

のデジタルコンテンツの制作を手がけています。

大量に生産することを可能にするのが、
データベー

1983年に設立されて以来、
世界レベルで高い評価

スシステムを活用した自社開発の制作インフラ

を得ている国内有数のCG制作会社です。

「P4
（Polygon Pictures Production Pipeline)」
です。

例えば、全世界にて放映されたTV番組「プーさん
といっしょ」、米 国ケーブルT VチャンネルT h e

自由で豊かな創造力と、
ビジネスの融合。世界に

Hubにて放映中の
「Transformers Prime」
や映

通じる創造性に加え、技術に支えられた信頼性

画「ホッタラケの島～遥と魔法の鏡～」、
「スカイ・

の高さが、安定した国内外からの大型案件受注

クロラ」など、国際的にCGアニメーションの受託

を可能にしています。

制作を行っています。
日本だけでなく、各国の優れ

今後も、
コンテンツ発信力や表現力の向上に取り

たCGクリエイターが多数在籍し、制作した作品

組むことで競争力の強化を図り、新たなマーケット

は国内外でさまざまな賞を受賞しています。

と成長に向けて進化を続けてまいります。

ポリゴン・ピクチュアズは、
制作工程においても卓越
した技術力を有しています。
多数のCGクリエイターが協働しながら膨大なデー
タを扱う大型案件の制作工程には、
多くのリスクが
5

左上：Pumpkins

©T9G/POLYGON PICTURES

右上：メロンメロンの森劇場

©P.P.PUDDING/POLYGON PICTURES
©POLYGON PICTURES

下 ：BONEHEADS
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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）
（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
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
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）

【株式事務に関するお問い合わせ先】

株主様の各種お手続き
（住所変更、
名義変更、
配当金受取方法の指定、
単元未満株式の買取・買増請求等）
の窓口
については、
ご所有の株式が記録されている口座によって異なりますので、
ご留意ください。
証券会社に口座を
開設されている株主様

お取引口座のある証券会社にお問い合わせください。
当社の特別口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社の本店証券代行部に
お問い合わせください。

特別口座*に
記録されている株主様

特別口座管理機関
（郵便物送付先）
（電話照会先）

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
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）

*	株券電子化実施（2009年1月5日）
において、
「ほふり」
（株式会社証券保管振替機構）
をご利用でない株主様の
権利を確保するために、
当社が当該株主様の名義で開設した口座です。

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
IRに関するお問合せ先： 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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