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MESSAGE FROM THE MANAGEMENT:

【株主の皆様へ】
さらなる成長実現に向け、
積極的なマーケット戦略を展開

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/

平素は格別のご支援を賜り、
厚く御礼申し上げます｡

立準備をスタートしました。多くの企業の中国進出
やアマナグループの制作体制の合理化など参入の

デジタルデバイスの普及拡大による新たなコミュ

ための環境が整いつつあり、いまが好機と捉えて

ニケーションの誕生、
そして広告の転換期を迎え、

います。

アマナグループでは、｢デジタル化推進の加速｣と
｢マーケットの拡大｣をグループ戦略として掲げてい

そして、
新たな
「業界」
については、
昨年下期に参入し

ます。特に今上期は、｢マーケットの拡大｣の基盤確

たエンタテインメント業界向けのCG映像制作を担

立のため、
新たな｢顧客｣｢地域｣｢業界｣におけるマー

うポリゴン・ピクチュアズが国際的に高い評価を受

ケット獲得を目指した取り組みを進めています。

けました。
さまざまな作品賞の受賞はアマナグループ
の知名度の向上にもつながり、今後のマーケット戦

新たな「顧客」の獲得に向けて、
アマナグループが

略への布石になると考えています。

得意とする
「食」のビジュアル制作専用のスタジオ
を拡充しました。
「 食」に関するビジュアルの“企画

これからも、中長期にわたるさらなる成長実現に

から制作まで”提供するサービスの付加価値を高

向け、
グループ一体となって、
「攻め」
の姿勢でマー

めることで、“食品・飲料企業から料理研究家まで”

ケット創造に取り組んでまいります。株主の皆様に

アマナグループCEO

顧客層の拡大を目指します。

は、今後もアマナグループへのご理解とより一層の

株式会社アマナホールディングス

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
アル制作市場へ参入するため、上海の営業拠点設
1

代表取締役社長
進藤 博信

また、
新たな
「地域」
については、
アジアの広告ビジュ
平成24年8月
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TOPIC 1:

｢食｣のビジュアルが生まれる、
国内最大級の空間 ｢ヒュー・プラス｣
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TOPIC 2:

拡大するアジアの
広告制作市場への参入、
上海の営業拠点設立準備を
スタート

アマナグループは、美味しさが伝わる瞬間をビジュ

拡大するアジアの広告制作市場参入への足がかり

アルに表現する“シズル表現”に定評があり、広告

として、今秋、上海に営業拠点となる新会社を設立

や商品パッケージ等さまざまな｢食｣のビジュアル

し、
中国市場向けの広告ビジュアルの制作受注活動

制作を多数手がけています。
本年5月、
｢食｣のビジュ

を行います。

アル制作を専門とする株式会社ヒューが、新たな

中国では、富裕層・中間所得層の増大による消費

スタジオ｢ヒュー・プラス｣をオープンしました。

生活の高度化がすすみ、世界各国の企業の進出が

コンセプトは、｢つくること｣｢たべること｣に興味が

加速しています。
なかでも上海は、
これら企業からの

ある人々が楽しみながら集い、
クリエイティブな活動

マーケティング活動支援を担う大手広告代理店の

ができる場所。総面積約1200㎡、6面のキッチン

拠点となっており、広告ビジュアルの制作需要が急

スタジオに加え、｢食｣に関する書籍が並ぶライブ

速に増加しています。
化粧品、
精密機器等を中心に、

ラリーや、イベントなどを開催することができる大

わたしたちの競争力である豊かな表現を持つビジュ

規模なスペースを併設、国内最大級の｢食｣専門の

アルへのニーズが高まっています。
また、高速イン

スタジオとなりました。

ターネット回線等情報インフラ技術の進化、
そして

ビジュアル制作のみならず、｢食｣に携わる企業の

アマナグループにおける制作体制の合理化も進み、

担当者や編集者、料理研究家など多くの方々と

海外進出を後押しする環境が整ってきました。

の多彩な取り組みを生むユニークな空間｢ヒュー・

今回の設立を契機に、
上海において広告ビジュアル

プラス｣を通じて、
アマナグループならではの新た

制作の販路を確保するとともに、
アジア地域の新

な｢食｣のビジュアルコミュニケーションを確立し、

たなクライアントを獲得し、
グローバルな成長を目

マーケットの深耕を進めてまいります。

指してまいります。
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TOPIC 3:

独自のデジタルアニメーションビジネスを世界展開、
国際的評価の高いポリゴン・ピクチュアズの制作力

株式会社ポリゴン・ピクチュアズは、
1983年の設立

た山村浩二監督短編アニメーション｢マイブリッジ

以来、
「誰もやっていないことを圧倒的なクオリティ

の糸｣は、
世界の映画製作者に注目される映画祭の

で世界に向けて発信していく」
ことをミッションに

ひとつである、2012年度（第36回）香港国際映画

掲げ、
エンタテインメント業界向けの映像制作事業

祭の｢短編映画部門｣において、
｢Firebird Award｣

を行っています。

を受賞しています。

日本企業として初めて複数の米国長編TVシリーズ・

今後も、世界的評価の高い日本のアニメーション

CGアニメーション制作を手がけ、そのコンテンツ

と、
独自のCG制作ノウハウを融合させ、
コンテンツ・

のクオリティの高さは、世界各国で高い評価を受け

ビジネスにおけるリーディング企業を目指してまい

ています。

ります。

例えば、同社が2010年から手がけている全編フル
CGのTVシリーズ｢Transformers Prime｣では、
テレビ業界のアカデミー賞として知られるエミー
賞にて、主要部門である｢アニメーション番組特別
部門賞｣の最優秀賞を受賞（第39回デイタイム・
エミー賞）。本作は世界各国で放映され、
日本でも、
2012年4月より全国ネット放送にて｢超ロボット
生命体 トランスフォーマー プライム｣として放映が
開始されました。
また、
カナダ国立映画制作庁、NHKと共同製作し
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上段：	マイブリッジの糸
Ⓒ 2011 National Film Board of Canada /
NHK / Polygon Pictures
下段：	トランスフォーマー プライム
Ⓒ 2012 Hub Television Networks, LLC.
All Rights Reserved.
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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）
0120-232-711

【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 証券代行部
0120-288-324

*	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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