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株主の皆様にお届けするアマナグループの最新情報

株主の皆様へ

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。
ライフ
スタイルを感じさせる身近な被写体の写真もまた、強く、深く、人々の
心を揺り動かします。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

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
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は、
デジタル
メディアの技術革新やライフスタイルの多様化によって大きく変化しています。
このような
メディア変革期において、
アマナグループは2013年を初年度とする前期3ヵ年中期経営
計画を策定し、次世代型ビジネスモデルへ進化するための変革を推進しています。具体
的には、多様化するビジュアルニーズに対応するため、半歩先を見据えたソリューション
サービスの開発と、経営資源を最大限に活用する組織体制の確立によって、次年度以降
の収益性にフォーカスした展開を目指しています。
このような状況の中で、
事業環境の変化やスピード感に柔軟に対応するためには、
マーケット
開拓による量的拡大と、高付加価値のコンテンツを提供するコンテンツ・ソリューションの

“アマニア”は、社名の“amana”と熱狂的なファンを表す“mania”から

アマナグループとしての価値を高めることを目指す質的変革を、同時に実現していくことが

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

重要であると認識しております。上期においては、売上高は堅調に推移したものの、利益面

想いから生まれました。

については積極的な投資を先行させたことなどにより計画を下回りましたが、引き続き
次なる収益性モデルの仕組み作りを前進させてまいります。
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、
常に新しいビジュアル・
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支援を賜りますようお願い申し上げます。

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
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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。

代表取締役社長 兼 グループCEO

進藤 博信

新感覚の写真図鑑

本とアプリで知識が広がる! PetitPedia

アマナグループでは、2500万点のビジュアル素材をテーマ別に

アプリを持って見に行こう！
『PetitPedia APPS』

データベース化し、編集・キュレーションによってパッケージ化した

昆虫1200種、植物1000種、動物600種以上の豊富なデータや生態

コンテンツをマーケット毎に企画提案しています。
なかでも得意とする

を鮮やかな写真とともに収録。本に掲載されている関連内容と連携

自然科学分野において、
「 親子で楽しく学ぶ」をコンセプトに、本と

しており、本とアプリをセットで使うことでより一層知識が広がり

アプリが連携した新しいアプローチの写真図鑑『PetitPedia(プチ

ます。名前がわからない昆虫や植物を、色や形、大きさなどの見た目

ペディア)シリーズ』の販売を開始しました。

から探したり、姿かたちや食性などさまざまな特性を組み合わせて
動物を探すことができる
「べんりサーチ」
や、楽しく遊びながら学べる
「四択クイズ」
、
全国の天然記念物や自然関連施設を紹介する
「スポット
マップ」
など、便利で楽しい機能が充実。昆虫の動画や鳴き声、植物の
細部までしっかり確認できる高精細な写真の収録など、アプリなら
ではの楽しみ方により、昆虫・植物・動物の世界をリアルに感じること
ができる内容となっています。

書籍監修
東京農業大学教授

岡島秀治氏

前飯田女子短期大学教授

小林正明氏

前井の頭自然文化園園長

成島悦雄氏

好奇心を育てる！
『PetitPedia BOOKS』
子どもたちが感じる生き物に関する素朴な疑問を、Q&A方式で詳し
く解説。高精細な写真、図鑑データ、詳細な解説など、子どもたちの
好奇心を高め豊かな心を育む、新感覚の写真図鑑となりました。
監修に各分野の専門家を迎え、取り上げた疑問やその解説は、大人
でも読み応えがあり楽しめる内容となっています。屋外への持ち出

見た目で探せる
「べんりサーチ」

検索しやすい
「さくいん」

遊びながら学ぶ
「四択クイズ」

リアルに感じる
「昆虫解説」

しを意識したハンディーなサイズに、さまざまなヒミツがぎゅっと
詰まった一冊です。

PetitPediaシリーズ http://petitpedia.jp/

実物を見たいなら
「昆虫スポットマップ」

アジア地域に向けて情報発信
IMAメディアプロジェクト

徳川家康没後４００年記念 特別展 大 関ヶ原展
（東京、
京都、
福岡にて

イベントを複合的に組み合わせた情報発信型ビジネスを推進して

巡回開催）
において、
会場で使用されるエントランス映像及びジオラマ・

います。今回、
その領域をアジアに広げ、世界で最も歴史のあるオーク

プロジェクションマッピングなどの映像展示物を制作しました。

Japanese Photography Then/Now」
展を開催しました。
写真を楽しむプラットフォーム
“Living with Photography”をテーマに、
写真を見る、
飾る、
買う楽しみ
方を提案し、
「写真をゆっくり読む雑誌」
をコンセプトとした写真雑誌
『IMA』や写真情報ポータルサイト
『IMA online』、
リアル店舗『IMA
CONCEPT STORE』
（六本木）、
『&ima』
（横浜）
を通して、国内の写真
展・写真集の紹介や、
トークショーやワークショップ等イベントの開催
など、写真をめぐるさまざまな体験型の空間を提供しています。
「SHASHIN」
という独自文化を世界へ発信
アート写真を楽しむ文化が一般的な海外において、
日本人写真家への
評価、関心が高まっています。欧米を中心とした英語のPhotography
と日本語の
「写真＝SHASHIN」
の間には、
その概念と世界観に異なる
ニュアンスを含んでおり、本展覧会のタイトルには、
日本写真の魅力と
文化的価値を世界のアートファンに伝えたいという思いを込めました。
写真文化の普及を目指すIMAメディアプロジェクトは、国内外の架け
Colors, Tokyo Parrots
©Yoshinori Mizutani, Did you
sleep well ©Maya Akashika,
Noir ©Mika Ninagawa

徳川家康没後400年記念 特別展 大 関ヶ原展

「写真のある豊かな暮らし」を提案するIMA（イマ）は、出版・EC・

ションハウスであるサザビーズの香港ギャラリーにて
「SHASHIN！

新日本三景2 ©Daido Moriyama,

新しい形の映像展示

いざ！関ヶ原の合戦場へ
会場の入口で投影されるエントランス映像は、合戦前の濃霧の関ヶ原
を表現。一面を深い霧に覆われ静かな緊張感が漂う中、合戦に備えて
待機する武士達を等身大で投影することで、関ヶ原の合戦場に足を
踏み入れたような、
そんな雰囲気を醸し出しています。
合戦の1日をジオラマ・プロジェクションマッピングで体験
さまざまな文献から関ヶ原の戦いに関わった武将達の時間軸に沿った
動き—いつ、
どこで、誰が、
どのように動いたのか—を洗い出し映像化
しました。武将の兜、旗の形など詳細に至るまで史実に忠実な描写に
こだわりながら、
一部モーションキャプチャで人物の動きを再現したり、
環境音に実際の音を用いて臨場感を演出。
さらに、
関ヶ原の地形の起伏
を精密にジオラマに再現し、布陣の位置や隊の移動経路など、刻々と
変わる状況を表現。映像を投影するジオラマの質感にこだわり、
フル
スケールでのテストを繰り返し、
会場での見やすさを追求しました。
関ヶ原
の地形を再現したジオラマに時間軸に沿った動きを映し出すことで、
より
具体的に合戦の全体像をイメージできる映像展示物となりました。

橋となり、
日本の写真文化を世界に発信するとともに、国内のアート

徳川家康没後４００年記念 特別展 大 関ヶ原展

フォト市場の発展に寄与していきます。

http://sekigahara2015.com/

複合チャネルによる情報発信

企業とコラボする体験型イベントを開催

アマナグループは、
キッズファッション誌『MilK』、食の世界のオピニ

BANG&OLUFSEN × MilK Japon： SOUND LAB for KIDS

RALPH LAUREN × MilK Japon：３D Experience

世界初の

オンリーダー誌『料理通信』、写真をゆっくり読む雑誌『IMA』の3つ

期間限定でオープンしたMilK CAFE TOKYOにおいて、“音”をテーマ

伊勢丹新宿店のラルフ ローレンにおいて、
専用のぬり絵用紙に色を塗り

セレクトショップ

のメディアによる、出版・EC・イベントを複合的に組み合わせた情報

にしたワークショップを開催。講師には、旧式のオープンリール式磁

スマートフォンやタブレット端末をかざすと、
その絵がディスプレイ上で

発信型ビジネスを進化させています。
その中から
『MilK』の取り組み

気録音機を「楽器」として演奏

3Dアニメーションとなって動き出すイベントを実施。
パリのアーティスト

オープン

をご紹介します。

するアーティスト、Open Reel

によるぬり絵や最新テクノロジーを使った体験は、新感覚のぬり絵

2015年3月、MilKが手がける世界で初めてのセレクトショップを

Ensembleを迎え、アメリカで

体験となりました。

東京・表参道ヒルズに1年限定でオープン。
こどもたちの特別な
「記念

「こどもと 豊かに 美しく 暮らす」
フランス・パリで誕生した雑誌MilKの日本版である
『ミルクジャポン』。

『アニバーサリー ミルク』

誕生したサイエンストイ
「little

日＝アニバーサリー」
をテーマに、
いつまでも記憶の片隅に残るような

Bits」
で作曲体験をしました。

ユニークで上質なプロダクトを世界中からセレクトしました。普段

「こどもと 豊かに 美しく 暮らす」
というフィロソフィーのもと、
キッズ

MilKで紹介しているキッズファッションやインテリア、雑貨などの

ファッション、インテリア、
アート＆カルチャーを中心にMilKならでは

主要ブランドだけでなく、国内外のアーティストやデザイナーによる、

の表現で発信するメディア＆ブランドです。

このショップ限定のオリジナルアイテムや、
こどもたちの毎日が楽しく

年4回発行するマガジンやショップ
（アニバーサリー ミルク）
は、
「こども」

BMW × MilK Japon： The Portrait Show

なるようなアイテムをラインナップ。
さらに、
さまざまなアーティストや

を暮らしの中心に据えたライフスタイルを提案し、
このMilKの世界観に

世界を旅しながら出会った人々のポートレートを描き続けてきた、

ブランドとコラボレーションした、MilKならではのイベントやワーク

共感する企業や団体とデジタル
（ウェブ＆モバイル）
、
イベント、
プロダク

画家・イラストレーターの下田昌克氏を迎え、
こどもたちが下田氏と

ションなどをシームレスに連動させて、
ビジネスの領域を拡げています。

一緒にポートレートを描き合うワークショップや、ポートレート撮影、

minä perhonen × PIERRE HERMÉ PARIS × MilK Japon：
「マカロンデー」
チャリティーワークショップ

BMW i3の自動車をキャンバスにこどもたちがドローイングする体験

ピエール・エルメ・パリが主催する、難病とたたかうこどもたちの医療と

などを用意しました。

福祉の向上のためのチャリティーイベントをアニバーサリー ミルクにて
開催。皆川明氏と一緒に、
「ミナ
ペルホネン」
の生地を自由にカッ
トし、
コルクシートに貼ってラン
チョンマットやコースターを制
作。
ワークショップ終了後はマカ
ロンの試食も楽しみました。

ショップの開催など、親子で共有する特別な体験をこどもたちに
届けています。

コーポレートデータ

（2015年6月30日現在）

会社概要

株式のご案内

		〒140-0002

定時株主総会................................. 毎年3月下旬

会社名.................................................. 株式会社アマナ
		東京都品川区東品川二丁目２番43号
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
資本金.................................................. 10億9714万円
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.............................................. 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.............................................. 堀越 欣也
取締役.............................................. 小羽 真司
社外取締役....................................... 増田 宗昭
社外取締役....................................... 守屋 秀樹
常勤監査役....................................... 遠藤 恵子
社外監査役....................................... 飛松 純一
社外監査役....................................... 髙橋 俊博

事業年度......................................... 1月1日～12月31日
基準日............................................. 定時株主総会
		期末配当金

		中間配当金がある場合

12月31日

12月31日
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

		〒137-8081

証券代行部

		東京都江東区東砂七丁目10番11号

		Tel: 0120-232-711（通話料無料）
特別口座の口座管理機関............... .みずほ信託銀行株式会社

.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

		〒168-8507

証券代行部

		東京都杉並区和泉二丁目8番4号

		Tel: 0120-288-324（通話料無料）

株式会社アマナ
〒140-0002
東京都品川区東品川2-2-43
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