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コーポレートミッション
ビジュアル・コミュニケーションで世界を豊かにする。

表紙の写真
時代の流れとともに「伝える」から「感じる」へと進化する写真。身近な
被写体の写真は強く、深く、人々の心を揺り動かし、ライフスタイルを
感じる写真への共感を集めています。物語を語り、想像力を豊かにする
写真。そんな写真に親しみ、想見していただければ幸いです。

aman!aについて
“アマニア”は、社名の“amana”と熱狂的なファンを表す“mania”から
の造語です。アマナグループの熱狂的なファンをたくさん作りたいとの
想いから生まれました。

免責事項
この資料に掲載しているいかなる情報も当社株式の購入や売却等の勧誘をするものではありません。また、この資料に
掲載されている計画、戦略等のうち、過去の事実以外は将来の見通しに関する記述であり、これらは現在入手可能な情報
から判断した仮定や確信に基づいています。実際の業績等は、当社および当社グループを取り巻く経済情勢、市場の
動向等様々な要素により、これらの見通しとは異なる結果となり得る可能性があります。
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平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
世の中の変化のスピードが加速しビジネス環境が大きく変化する中、アマナグループが
事業を展開するビジュアル・コミュニケーションマーケットにおいては、メディアの変化、
価値観の多様化によるライフスタイルの変化がマーケットを大きく変え、スマートデバイス
の普及拡大がビジュアルの大量消費の時代へと拍車をかけています。このようなメディア
変革期においては、マーケットの変化を柔軟に捉え、多様化するニーズをいち早く掴み、
スピードあるソリューションビジネスを展開していくことが重要であると考えております。
2014年4月、アマナグループは経営体制を再編し、領域が似通う事業グループの営業部門
を統合し、統合した営業部門と当社が一体化する組織体制へと移行しました。この再編
は、経営資源の有効活用と意思決定の迅速化を図り、マーケットニーズに柔軟に対応し
ながら戦略的・機動的なワンストップ受注体制の確立を目指すものです。統合による営業力
強化に加え、技術力の強化によって最先端技術を活用した商材開発を推進し、マーケット
の拡大を目指してまいります。

私たちアマナグループは、マーケットのニーズを捉えた「攻め」の姿勢で、常に進化させた
ビジュアル・コミュニケーションを社会に提供し、「ビジュアル・コミュニケーションで世界を
豊かにする。」企業グループを目指してまいります。
株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

2014年8月
代表取締役社長 兼 グループCEO　進藤 博信

株主の皆様へ
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より360度写真となる技術です。
FIGUREMEは、人物を撮影したその場で360度写真を楽しめるサー
ビス。アップロードと同時にアクセスするとすぐに触って回せる360度
写真を楽しめるほか、メールやSNSでの発信も可。撮影からアップ
ロードまで最短1分というスピードにより、イベントの集客ツールなど
に利用されています。
hoopは、商品撮影に最適なサービス。あらかじめ商品リストをシステム
に取り込むと、自動で撮影データとリストを照合し、写真表示タグを
生成・リスト化。Webサイトへの掲載は、360度写真、スチール写真、
いずれの取り込みも容易なため通販サイトでの活用が期待されます。

バーチャル撮影スタジオの進化  haikei（ハイケイ）
CGI（フル3DCG）で開発されたバーチャル撮影スタジオhaikeiは、クラ
イアントの商品イメージに合わせた自由な撮影アングルやライティング 
など、自由度の高いバーチャルハウススタジオとして利用されています。
さらなる表現の可能性を追求するため、景色、季節、天候、時間帯など 
を思いのままに設定できるバーチャルの景観スタジオを開発しました。 
自由度の高いハウススタジオやイメージ通りの景観を表現するhaikei 
は、あらゆる空間を3DCGで表現し、自由な発想と自在なカメラワーク、
ライティングにより、商品の存在感はもちろん、それをとりまく空気感 
までもCG空間で表現。CGIによる開発は、自由な表現の可能性を高め、
アマナグループの強みである表現力を支えています。

静止画・CG・動画などのビジュアル素材制作事業、TVCM・Web・
スマートデバイス向けビジュアルコンテンツの企画制作事業、預託
された写真やクリエイティブ素材を販売するストックフォト事業の
営業部門を統合し、新たな枠組みでビジュアル・コミュニケーション
事業を展開しています。今回は、進化するアマナグループの商材に
ついて紹介します。

空撮もアマナクオリティー  airvision（エアビジョン）
airvisionは、マルチローターラジコンヘリコプターにカメラを搭載して
地上1メートルから150メートルまでの空間を自由に撮影するサービス 
です。大掛かりなクレーンを設置することなく、ラジコンヘリとその
操縦者、カメラの操作者（カメラマン）の2人が、地上で撮影画像を
リアルタイムにチェックしながら撮影します。アマナグループでは独自
の研究の積み重ねにより、RED EPICなどの大型シネカメラを搭載して
の安定飛行に成功し、今まで見たことのない高さ、距離、角度からの 
ダイナミックかつクオリティーの高い動画や静止画の撮影を実現。まさ
に、空撮においてもアマナクオリティーを追求した成果といえます。

360度撮影と最短配信  FIGUREME（フィギュアミー）/hoop（フープ）
FIGUREMEおよびhoopは、人物や商品の360度写真の撮影、画像
処理、アップロードまでを最短1分で実現するシステムです。専用の
回転台を使用して、1回転で36～72枚の写真を撮影し、画像処理に

ビジュアル・コミュニケーション事業

airvision CIRCLE RUN

2次元バーコード読み取り機能のある携帯電話でご利用ください。
機種によっては、ご利用いただけない場合もございます。

CGI

掲載内容の転載、複写等はご遠慮下さい。

http://amania.amana.jp/
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金の星社『調べてみよう！ 生きもののふしぎ』シリーズより

ブラジル2014」日本公式記念切手の切手シートの写真にも、アマナ
イメージズのストックフォトが使用されました。
また、ファインアートも美術館・財団公認のコレクションを豊富に取り
揃えており、その数は100万点以上に及びます。各美術館が所蔵する
傑作は、どれも美術史を語る上では欠かせないものばかり。テレビ
映像、書籍、教科書・教材、カタログ、パンフレットなど、様々な用途に
ご利用いただいています。

クリエイティブ素材のコンテンツ化
クリエイティブ素材を提供するだけでなく、保有する素材を活用した
出版企画の提案（素材のコンテンツ化）を行っております。主に教育マー
ケットに向けた動物・植物などの自然科学を中心にした書籍を作成して
おり、企画立案から編集まで携わることでクリエイティブ素材の魅力が
より引き出された写真図鑑を数多く手がけています。

『世界で一番美しいイカとタコの図鑑』は、世界中の頭足類（イカとタコ）
の美しい写真を厳選しただけでなく、原稿執筆を生物に関する知識が
豊富な海洋写真家峯水亮氏、監修をダイオウイカ研究の世界的権威
である窪寺恒己先生に依頼し、付録には広げると1.25m（実物の1/6
スケール）にもなるダイオウイカ拓を付けるなど、ビジュアルだけでなく
内容にもこだわりが詰まった写真図鑑となっています。
このように、コンテンツ化された素材のコンテンツ化（データベース化）を 
進め、様 な々切り口で付加価値の高い商品・サービスを提供していきます。

進化するパノウォーク、拡張バージョンが続々誕生
パノウォークは、パソコン、タブレット、スマートフォン上で、視点が上下
左右360°自在に動き、まるでその場にいるかのような臨場感を体験
できるツールです。撮影画像をつないだ360°の球体空間<パノラマ>
を複数連動させるハイクオリティのフルパノラマで、ジャイロセンサー

（iPad2，iPhone4以降の機種に対応）によるタッチレスの感覚的な
操作感により、屋内外の空間をリアルに再現します。空間には、写真
はもちろん動画や商品情報等を埋め込むことで、付加価値の高い 
バーチャルツアーを提供。さらに、バーチャル体験だけでなく、情報
発信、ECサイトと連動する商品の販売まで、アイデア次第で新たな
ウェブ表現の可能性を拡げます。これまで静止画像が主流でしたが、

モーションパノウォーク ：動画版
3Dパノウォーク ：フルCG版
エアパノウォーク ：空撮版
ギガパノウォーク ：ズームインで写真の解像感を体験

など、多様なニーズに対応しながら進化しています。

約2,500万点のクリエイティブ素材
契約するフォトグラファーやイラストレーターなどから預託された、写真 
やイラスト、音源、フォントなどの著作物を、様々なメディアで利用できる 
クリエイディブ素材としてオンラインで販売しています。その用途は
広告や出版物、テレビ番組など多岐に渡り、「FIFAワールドカップ

panowalk showcase
海岸スタジオ

2次元バーコード読み取り機能のある携帯電話でご利用ください。
機種によっては、ご利用いただけない場合もございます。

http://amania.amana.jp/pwkst/
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伝統的な映像表現を融合させ、アニメ業界の革命として注目を集めて
います。初回生産限定版ブルーレイの予約がAmazonランキング上
位に浮上、上映イベントチケットが、発売開始3分で完売するなど、今
春放送アニメの中で大きな話題となりました。6月には第一期最終話 

（12話）の放送終了と同時に第二期の制作を発表。第一期制作の
経験を基に、第二期では更なる制作体制の強化に努めます。
PPIの制作スタイル及び作品クオリティの高さが話題となり、世界
各国から、映像の企画・制作の依頼が急増。PPIプロデュース作品
への期待が一層高まってきています。

NETFLIXにて『シドニアの騎士』世界配信開始
2014年7月より世界屈指のインターネットテレビネットワーク「NETFLIX」
による『シドニアの騎士』の配信が開始され、好評を博しています。
現在、北米（アメリカ・カナダ）、中南米諸国（メキシコ・ブラジル・アル
ゼンチンなど）、欧州諸国（イギリス・オランダ・スウェーデンなど）の多く
の国と地域で視聴可能ですが、今秋には、フランス・ドイツ・ベルギー・
スイスなどでの放送も決定。さらに配信地域は拡大される予定です。
このNETFLIX社との独占契約・配信は、日本のアニメーション初の 
快挙。長期間にわたるグローバルビジネスの推進によって培った 
“PPI独自の海外ネットワーク力”によって締結された大型契約です。
今後も作品の企画制作事業だけにとどまらず、作品の著作権を活用
した、世界に向けたライセンス事業を積極的に展開していきます。

テレビ、映画、ゲームなどを媒体とするCGアニメーションやオリジ
ナルキャラクターなど、ハイエンドのデジタルコンテンツを世界に提供
する事業です。独自のオリジナル作品企画、キャラクターの開発など
にも注力し、企画提案型プロダクションとして積極的にビジネスを
展開。今回は、制作作品のトピックを紹介します。

デイタイム・エミー賞最優秀賞3年連続受賞
ポリゴン・ピクチュアズ（PPI）が制作に参画したTVシリーズ『スター・
ウォーズ：クローン・ウォーズ』が第41回デイタイム・エミー賞アニメー
ション特別番組部門最優秀賞を受賞しました。この作品は、第40回

（2013年）に続き2年連続の受賞。PPIは、第39回（2012年）の『トラン 
スフォーマー プライム』受賞以来、3年連続の最優秀賞受賞となります。 
さらに、アニメーション番組個人部門においては『トランスフォーマー  
プライム ビーストハンターズ』でキャラクターアニメーターを務めた 
元田康弘が受賞。PPI所属の日本人アニメーターが受賞するのは2年
連続です。
PPIの強みであるアニメーション技術は米国で高く評価され、作品
全体のクオリティ向上に貢献しています。

『シドニアの騎士』第一期放送が好評　第二期制作決定
2014年4月よりMBS、TBS他の“アニメイズム”枠にて放送を開始した 

『シドニアの騎士』は、海外で認められたPPIの制作技術と、日本の

エンタテインメント映像事業

シドニアの騎士 トランスフォーマー プライム

2次元バーコード読み取り機能のある携帯電話でご利用ください。
機種によっては、ご利用いただけない場合もございます。

スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ

左–右下： ●「シドニアの騎士」©弐瓶勉・講談社／東亜重工動画制作局 ●「トランスフォーマー プライム」©2014 Hub Television  
Networks, LLC. All Rights Reserved. Photo Courtesy of Hasbro Studios, LLC ● 「スター・ウォーズ：クローン・ウォーズ」Star 
Wars: The Clone Wars ©Lucasfilm Ltd. All rights reserved. ●「スターチャイルド ムービングロゴ」©Copyright King Record.  
Co.,Ltd. All Rights Reserved. ●NHK「いないいないばあっ!」『クレヨンちゃん』©NHK

http://amania.amana.jp/ppiswcw/http://amania.amana.jp/ppitfp/http://amania.amana.jp/ppisido/
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コーポレートデータ
（2014年6月30日現在）

株式のご案内
事業年度 ....................................... 1月1日～12月31日
定時株主総会 ............................... 毎年3月下旬開催
基準日 ............................................ 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
単元株式数 ................................... 100株
証券コード .................................... 2402
株主名簿管理人 ........................... 三菱UFJ信託銀行株式会社
  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 （連絡先）
  三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
  〒137-8081
  東京都江東区東砂七丁目10番11号
  Tel: 0120-232-711（通話料無料）
特別口座の ................................... みずほ信託銀行株式会社
口座管理機関  東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 （連絡先）
  みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
  〒168-8507
  東京都杉並区和泉二丁目8番4号
  Tel: 0120-288-324（通話料無料）

会社概要
会社名 ................................................ 株式会社アマナ
  〒140-0002
  東京都品川区東品川2－2－43
IRお問合せ先 .................................... IR担当
  Tel: 03-3740-4011
  E-mail: ir@amana.jp
ホームページアドレス ....................... http://amana.jp/
事業の内容 ........................................ ビジュアル・コミュニケーション事業
  エンタテインメント映像事業
資本金 ................................................ 10億9,714万円
上場証券取引所 ................................ 東京証券取引所　マザーズ

取締役および監査役
代表取締役社長 兼
グループCEO .....................................  進藤 博信
取締役 ................................................  児玉 秀明
取締役 ................................................  岩永 行博
取締役 ................................................  遠藤 恵子
取締役 ................................................  石亀 幸大
取締役 ................................................  深作 一夫
取締役 ................................................  澤　 幸宏
取締役 ................................................  田中 和人
取締役 ................................................  塩田 周三
取締役 ................................................  小羽 真司
社外取締役 ........................................  増田 宗昭
常勤監査役 ........................................  萬匠 憲次
監査役 ................................................  山内 悦嗣
社外監査役 ........................................  飛松 純一
社外監査役 ........................................  髙橋 俊博



株式会社アマナ
〒140-0002 
東京都品川区東品川2-2-43
TEL: 03-3740-4011

http://amana.jp/
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