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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。

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、メディアの多様化や企業が自ら情報発信するコンテンツマーケティング
の広がりなど、事業環境が大きく変わってまいりました。

このようなマーケットの変化を受け、アマナグループは、「ビジュアルの企画
制作」のみならず、それらのビジュアルを活用したウェブ、TVCM、イベントなど
の企画から制作までを一貫して行う「コンテンツの企画制作」を通じ、お客様の
モノ（商品）やコト（サービス）の付加価値を可視化する企業グループへと変貌
いたしました。
また2017年からは、新たに、収益性にフォーカスした「中期経営計画｜後期」を
策定し、生産性向上の基盤となる仕組み作りや、安定的な経営基盤の確立に
向けて邁進しております。

私たちアマナグループは、マーケットのニーズをとらえた「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お願い申し上げます。

2017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



「ミルク本来のおいしさを届けたい」という想いを、 
ビジュアルの力でサポート

タカナシ初の直営ブランドストアがオープン
2017年4月、＜もういちど、ミルクに恋をする。＞をコンセプト
に、タカナシ販売（タカナシ乳業グループ）が「タカナシミルク
パーラー」をそごう横浜店にオープン。生乳本来の風味を感じる
低温殺菌牛乳で作ったソフトクリームをメインに、オリジナル
メニューを提供しています。アマナグループでは店舗企画立上げ
からブランドコンセプト設計、デザイン、レシピ監修、撮影など、
全般にわたって店舗企画に携わりました。

こだわりをビジュアルで伝える
店舗は乳製品のフレッシュなイメージを表現したコーポレート
カラーのブルーを基調にデザイン。ロゴにはミルク缶を起用し
ました。これは実際に生産地を訪れ触れた酪農や製造工程に
対するこだわりや、真摯な姿勢（または「誠実さ」）を表現して
います。一般消費者へブランドや商品の認知度を高めると
ともに、その魅力が最大限に伝わる店舗デザインを目指し
ました。「デザイン」と「食」に特化したプランナーが、それぞれ
の知見を活かして連携し、アマナグループならではの幅広い
専門性が発揮された魅力的な店舗となりました。

店舗デザインをディレクション
ブランド価値が伝わる店舗づくり

PILOT ｢モーグルエアー」 プロモーションムービー

複雑な構造をハイクオリティのCG動画でわかりやすく！ 
キービジュアルからウェブサイトまで多媒体に展開

機能訴求型CGコンテンツを制作
パイロットコーポレーションから発売された高機能シャープ
ペンシル「モーグルエアー」。新機能の複雑な構造をCG動画で 
ビジュアル化することで、商品の特長をよりわかりやすく可視化。
製造用のCADデータから制作されたCGプロダクトは、CGなら
ではの汎用性を活かして動画やウェブサイト、キービジュアル
など多媒体へ展開されました。

モバイルコミュニケーションでCGを有効活用
商品構造の深い理解に加えCADデータ活用のこれまでの経験 
値を活かし、内部構造の細かい動きをCG動画で可視化しま
した。インパクトのあるキービジュアル開発から、最新技術により 
スムーズに動画が再生されるモバイルファーストのウェブサイト 
まで、プロデューサーを軸にデザイン・CG・ウェブの専門クリエイ
ターが集まり一つのチームとなることで、時間的な制約のある
中で最大限の効果を発揮。CGを活用したコミュニケーション
のさらなる広がりを感じさせるコンテンツ制作となりました。

高機能をCGで可視化する
CADから商品ビジュアルを制作



BEARING on 
THE HALFPIPE編

BEARING on  
THE COURT編

BEHIND 
THE SCENES

アマナの表現力を駆使して、日本精工（NSK）の 
リクルート用プロモーションムービーを制作

BtoB（法人向け）企業の課題を解決
軸を滑らかに回転させるために使用される部品「ベアリング」
のシェア日本一という、圧倒的な技術力を持つNSK。しかし
ながら、その技術力が広く認知されず、リクルート活動において
は企業の魅力が学生に十分に伝わらない傾向にありました。
アマナではムービー制作に企画から携わり、ベアリングの機能
性が伝わる構成かつスタイリッシュな演出により、ターゲット
となる学生の関心を集める映像を制作しました。

目を引くかっこいい映像を制作
ベアリングが使用されているスポーツの中から、車いすバスケット
ボール、スケートボード、BMXをセレクト。アマナが持つ様々
な撮影手法と技術力を駆使し、プレイヤーが繰り出す激しく
華麗な技と、ベアリングによって俊敏に「回る」車輪をとらえ
続けました。ベアリングの性能が活かされた動きを際立たせ
たことで、ベアリング自体へと目が向き、学生からも評価の
高い映像となりました。

アマナの表現力で学生の関心を引く
ターゲットに合わせた構成と演出

「COOL CHOICE」の普及啓発のため、 
プロモーション用VR映像と環境省への取材記事を制作

伝わるビジュアルで普及啓発
政府は、地球温暖化対策のために低炭素製品への買換え・ 
サービスの利用・ライフスタイルの選択など、あらゆる「賢い 
選択」をしていく取り組み、「COOL CHOICE」（https:// 
ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/）の普及啓発を 
進めています。アマナでは、数字だけでは実感しづらい地球
温暖化を、伝わるビジュアルを用いることで、国民が“自分ごと”
として捉え、意識を向かせるコンテンツを制作しています。

バーチャル体験で若い世代に訴求
若い世代にも地球温暖化への危機感や興味を持ってもらう
ため、若者が集う街で地球温暖化が進んだ場合に起こるかも
しれない異常気象としてゲリラ豪雨をVR映像で表現。地球 
温暖化は身近な問題であり、現実に影響が出はじめていることの
危機感を表現しました。また、アマナが運営する自然情報ウェブ
サイト「HUG」において、環境省の協力による取材記事を掲載
し、様々な角度から地球温暖化の現状を伝えています。

環境省が伝えるメッセージを 
ビジュアルで表現

「COOL CHOICE（＝賢い選択）」の普及啓発

環境省プロモーション用
VR映像

自然情報ウェブサイトHUG
【特別企画】地球温暖化を考える



新たな付加価値としてアートフォトを活用した
ビジネスへの高まる期待感

アートの観点でトラックを撮影したブランドブック
UDトラックスの「クオン」のブランドブックの企画から撮影、
デザイン、編集、印刷までアマナが担当しました。ブランドブック 
制作では、UDトラックスが持つ高いデザイン性とスタイリッシュ 
なイメージを活用し、アート×トラックというコンセプトのもと 

『IMA』のアート要素を盛り込みました。ブランディングに理解の
あるフォトグラファーを起用し、芸術性高く、且つブランディング
を踏まえた作品を制作。トラックをアートとして捉えたブランド
ブックは、ブランディングの新しい試みとして好評を得ました。

若手写真家の支援と育成によるブランディング
2013年より日本のアートフォト界をリードする若手写真家の
支援と育成を目的とし、パナソニック株式会社/LUMIX特別 
協賛のもと世界３都市で展覧会「LUMIX MEETS BEYOND  
2020 BY JAPANESE PHOTOGRAPHERS」を開催して 
います。世界中の写真関係者が集まる「パリフォト」と同じ
時期に同じパリの地で、また写真フェア＆フェス「Unseen（アン 
シーン）」の開催されるアムステルダムで、日本企業が日本人の
若手写真家たちの作品発表の場を提供することは、欧州での

「LUMIX」ブランドイメージの向上にもつながっています。

リノベーションマンションの付加価値を高める
トランジットジェネラルオフィスがプロデュースしたコスモス
イニシアのリノベーションマンションシリーズ「INITIA ID（イニ
シア アイディー）」に、アートフォトを導入する取り組みが始まっ 
ています。各物件のインテリアに合わせて『IMA』のアート
作品をセレクトし、「アート作品のある生活」という付加価値を
演出。アートフォトで彩られたデザイン性の高い空間や、海外
のデザイナーズホテルのような非日常だった時間を、住んだ
その日から日常へと変える、新しいライフスタイルの発信に
寄与しました。

アートフォトで生活をより豊かにするため、様々なコンテンツを
提供するメディア『IMA』。『IMA』独自のネットワークを使って、
商品ブランドイメージを、これまでにない視点から、アートな
広告表現へと導きます。

アートで付加価値を付ける
モノを売ることが難しくなってきた現在、ブランディングやプロ
モーションの付加価値の一つとして「アート」に興味を持つ企業
が増えてきています。アマナは、雑誌『IMA』や、数々の世界的な
写真集を発行する『IMA』の企画・編集・デザイン力で様々な
コンテンツを提供するとともに、アート関連ビジネスのサポート
など、数多くの企業のニーズに応えてきました。

企画制作
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コーポレートデータ
（2017年6月30日現在）

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
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 ...................................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 ...................................築山 　充
取締役 ...................................深尾 義和
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

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
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 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
特別口座の口座管理機関  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 東京都府中市日鋼町1番地1
 Tel: 0120-232-711（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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