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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。

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においては、

表紙の写真

デジタル技術の進化やメディアの多様化によって、
ビジネスを取り巻く環境は大きく変化

時代の流れとともに「伝える」から
「感じる」へと進化

しております。
このような状況に柔軟に対応するため、2013年から2015年の3ヵ年に

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。

おいて、ビジネスモデルの変革を行いました。多様化するビジュアルニーズに対応する
ため、産業別営業体制の確立と半歩先を見据えたクリエイティブサービスの開発促進
および提供サービスの整備統合による変革を推進してまいりました。
当期におきましては、高付加価値のビジュアルやコンテンツを提供するコンテンツソリュー
ションのアマナグループとして生産性の向上を掲げ邁進するなか、上期におきましては、
売上高は堅調に推移し黒字化を達成することができました。
引き続き、構築したビジネス
モデルによる利益体質の強化を推し進めてまいります。
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、今後ともご支援賜りますようよろしく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

2016年8月

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

2016年はVR元年

VR業界で「アマナ」
ブランドの確立へ

Panasonic「Technics｜A SONG FOR YOU」 http://song.technics.com/ja

ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団が奏でる演奏を360°鑑賞することができ、
まるでその場にいるかのような、新しい音楽体験コンテンツ。

VR機器の進化・普及により一般ユーザーにも身近になってきたVR

加えて、VRをイベントで活用する際の大量な機器の手配等も豊富

(Virtual Reality：バーチャル・リアリティ)。
アマナグループではこれ

な社外ネットワークを活用して対応可能です。VRの需要増加に伴い

まで培ってきた360度パノラマ撮影サービスのノウハウを活かし、

VRコンテンツ制作専門のチームを編成し、経験豊富なプロデュー

実用的なVRコンテンツの制作に取り組んでいます。

サーやディレクター、
プランナーがVRならではの特性を活かし、
クライ
アントのニーズに最も適した企画演出を提案します。

VRマーケットの広がり

MilboxTouch ver. VR PAC-MAN

http://milbox.tokyo/milboxtouch/

スマホ装着型VR ゴーグル「MilboxTouch」専用アプリ。 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

VRとは仮想の空間をあたかも現実であるかのように体験できる技術

まるでその場にいるかのような、新しい音楽体験を

で、ゴーグルなどを装着して視界を覆うことにより、実際にはそこに

パナソニックのオーディオブランドTechnicsのWEBプロモーション

いないのにまるでその場にいるような没入感を体験することができ

用のVR動画「Technics｜A SONG FOR YOU」。
ミュンヘン・フィル

ます。
「VR元年」
と言われている2016年は、
ハイクオリティなVR体験

ハーモニー管弦楽団が奏でる
「Happy birthday to you」
をオーケ

を可能にするヘッドマウントディスプレイやプロモーション活動等で

ストラの中心から360度鑑賞することができ、動画にオリジナルの

気軽に使用できるダンボール製のVRデバイスが発売。エンターテイ

メッセージを添えてSNSで贈ることができるスペシャルコンテンツの

メントやゲーム市場のみならず建築や医療分野でも活用され始める

VR動画を、
アマナグループで制作しました。360度パノラマ撮影の

など、本格的なVR普及への期待が高まっています。

経験豊富な担当者が撮影後の編集行程を想定した上で、撮影現場
のオーケストラの配置をディレクション。撮影から編集作業までを

VRコンテンツ制作専門チームの編成

ワンストップで行えるアマナグループの総合力が活かされました。
「最高

アマナグループが得意とするハイエンドな撮影やフォトリアルなCG

の音楽体験を、贈ろう」
をコンセプトに演奏者、演奏する曲、演奏する

制作の表現力、技術力を活かし、VRにおいても
「ビジュアルのアマナ」

場所の全てにおいて世界トップクラスというクオリティをそのまま

としての強みを発揮しています。複数の映像を360度に繋ぐという

伝えることにこだわりをもって制作した、臨場感あふれるコンテンツ

VR映像制作に特有の編集作業では高いクオリティでVRならではの

となりました。

没入感をリアルに体感できる映像を制作。緻密な撮影やフルCG制作、

ホンダオートテラス「5 STARS DRIVE」

フジテレビ
「君と恋仲」
～葵と見る秘密の花火～ http://www.fujitv.co.jp/koinaka/index.html

空間すべてを3DCGで再現。同時に複数人スタート可能。

ヒロイン・芹沢あかりになった気分で三浦葵（福士蒼汰）
との花火デートを疑似体験できる。

ミニカー目線の世界で、5つの星を見つけるムービー。

2015年に放送したフジテレビのTV ドラマ「恋仲」のワンシーンをVR化。

ハイクオリティな映像表現といった技術力や、企画・撮影・CG・編集・

Technics｜A SONG FOR YOU

アプリ化までをワンストップで対応できるアマナグループの総合力に

http://amania.amana.jp/vr_technics/

ミクロの世界を可視化する

ビジュアルコミュニケーションを
変えるブログメディア

乳酸菌 シロタ株のための研究所を制作！

「VISUAL SHIFT
（ビジュアルシフト）」
をスタート

0.5mm（シャープペンシルの芯）

高さ40㎛という、わずか花粉1粒ほどのミクロの世界の可視化に

2016年アマナグループが取り組む
「生産性の向上」。効率的な営業

ないものの可視化」
に成功し、
その知見と技術力が発揮されました。

VISUAL SHIFTがスタートしました。

挑戦したハイドロイド。最新デジタル技術と卓越した描写力で「見え

活動を促進させるため、インバウンドマーケティングの入口となる

世界一ちいさなヤクルトの研究所

ビジュアルやコンテンツ制作のお役立ち情報を発信

100万分の1という乳酸菌 シロタ株のサイズに合わせて作られた

の利用価値は大きく変わり、直観的に伝わるビジュアルコミュニケー

ミクロの研究所。高さわずか40μmの研究所は、CGを中心とした最新

ションは誰もが日常的に使うツールとして社会に定着しつつあります。

デジタル技術を有するハイドロイドが制作を担当。乳酸菌のリアルな

ビジュアルの重要性が高まる中、
アマナグループではビジュアルコミュ

国立市のヤクルト中央研究所のリニューアルに合わせて、人間の約

変化し続けるメディア環境とともに、写真をはじめとするビジュアル

ニケーションエキスパートとして培ってきたビジュアルに特化した制作

表現から造形物の制作まで、世界初の困難な制作が続きました。

ノウハウや
「伝わる」表現追求へのこだわりを可視化。制作物のクオリ

マイクロ３Dプリンタでリアルに制作

3Dプリンタを早くから導入しノウハウを保有するハイドロイドにおいて

©Eugenio Marongiu/Image Source RF/amanaimages

も、
マイクロ3Dプリンタでの出力は初めての試み。微妙な厚みや細さを

プロのノウハウを取り入れて問題解決

ではの想定外の膨張や縮小といった造形物の変形に対し、
マイクロ3D

「THINK」
「STUDY」
「EVENT」
「COLUMN」
のカテゴリーに分け、
すぐ

プリンタでの出力のご協力をいただいた横浜国立大学丸尾昭二研究
室の方々とともに約半年間にわたり試行錯誤を繰り返しました。気温

に携わる企業担当者に向けて、
「 伝わるコンテンツ」を生み出すため
の知恵や工夫、情報を発信するブログメディアをスタートしました。

カスタマイズするなど、手探り状態で開始しました。
ミクロサイズなら

の変化でさえ出力状態に影響するという大変センシティブな作業で

ティアップを目指すクリエイターや効果的なコミュニケーションの構築

©McDonald’s

©Paylessimages, Inc/amanaimages

に実践できるノウハウやちょっとしたコツ、
イベント情報など、
ビジュアル
やコンテンツ制作に特化した情報を提供。
「広報担当者のための写真

したが、ヤクルトのロゴや窓、
ファサード、植栽など細部までを表現。

の撮り方」
といった業務に取り入れられるようなヒントから、
トレンド

電子顕微鏡でコマ撮りアニメの手法により撮影された動画は、
マイクロ

ワードで急上昇している
「VR」
まで、
ビジュアルに関しての問題解決

サイズでの表現を通して新たな驚きを与える映像となりました。

につながる役立つ情報をアマナグループの各分野のエキスパートが

※ ㎛ = マイクロメートル 1mmの1000分の1

世界一ちいさなヤクルトの研究所

http://amania.amana.jp/microlab/

発信。順調にアクセス数が増加し、今まで接点がなかった方々へも
直接アマナグループの豊富なコンテンツを伝えて役立てていただく
メディアとして効果を発揮しています。

「食」
にまつわるコミュニケーションを進化

「食」
を中心に人・モノ・情報が集う
「hue+（ヒュープラス）」

料理をはじめ、人やモノ、ライフスタイルなど「食」を中心に撮影や

な空間作りへのこだわりが、料理写真撮影だけでなく、
「 食」
を中心と

企業プロモーションのイベント・セミナーへ進化

コミュニケーションの幅を拡大中

ビジュアル制作を手がけるヒュー。設立から一貫して
「食」
にこだわる

したコミュニケーションが生まれる空間を育んでいきました。

ワークショップで培われたノウハウ、
ネットワークと環境（ファシリティ）

地域とつながり、魅力を体験し情報発信！

が相まって、企業のプロモーションイベント開催へと更なる進化。

東京・丸の内エリアで、出勤前の時間にビジネスパーソン向け講座を

スタジオならではの天井の高い開放感のある空間や広い調理台を

開講している
「丸の内朝大学」。
ヒューの代表であり食の撮影の第一

コンセプトは「食を楽しみながら集う」空間

活かした体験型イベントの企画から運営、
イベントの様子を記録した

人者であるシズル・フォトグラファー大手仁志が「地域学部 シズル・

2012年、海岸エリアにオープンしたキッチンスタジオ
「hue＋」。その

オリジナル冊子といったコミュニケーションツールの制作など、
ヒュー

クリエイタークラス」においてメイン講師を務めています。座学だけで

コンセプトは、
「食を楽しむ、食に興味がある人々が楽しみながら集い

ならではのおもてなしが好評です。

なくフィールドワークとして、hue＋に場所を移しての撮影実習や、

真摯な想いは、様々な形で進化しています。

クリエイティブな活動が出来る場所」。
ビジュアル制作のみならず、
「食」

テーマとなっている地方へ受講者全員で足を運び、学んだ知識を

に携わる企業の担当者や編集者、料理研究家など多くの方々と多彩
な取り組みを生み出す空間を目指しました。

フル活用して現地ならではの臨場感あふれる撮影に挑戦。
ヒューが
ワークショップでブランディング

培ってきた「食」の撮影ノウハウを活かし、
「 地域の魅力を伝える」
と

ヒューがもつ人的ネットワークを活用して食にまつわる様々な分野

いうテーマで地域活性化に貢献できる人気講座となっています。

で活躍する講師を招き、海外の食文化を紹介するワークショップや
写真家によるトークショーなどを開催。
テーマに興味のある人が集い
知識を得たり、参加者同士が交流して情報交換をするなどのリアルに
つながる場の提供が、
「hue＋」
＝
「食を中心にしたコミュニケーション
が生まれる空間」
というブランドを形成していきました。

「食」
にまつわる、人・モノ・情報が集う場所へ
2016年4月、増設により大小合わせて9面を備える国内最大級のキッ
チンスタジオとなりました。業務用コンベアオーブンの導入や本格的な
焼き菓子工房「HUE CAKE LABO」
を開設。
さらに、
レンタルキッチンとして

コミュニケーションが生まれる空間づくり

場を提供することで、
ここから生まれ

総面積1200m 、
「食」
に関する情報が集まるライブラリー、
「食」
に関

るアイデアやビジュアルを通じて食に

するモノが集まる食器庫、
そして撮影はもちろんイベントやセミナーなど

まつわる新たなコミュニケーションが

文字通り人々が集う空間の中心は6面のキッチンスタジオ。ユニーク

ますます進化していきます。
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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
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

TEL: 03-3740-4011

http://amana.jp/
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