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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、当社及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、インターネットの普及や情報端末の進化によるメディアの多様化を背景
に、企業が自ら情報発信する時代へと事業環境は大きく変わってまいりました。
このような変化を受け、アマナグループは、「ビジュアルの企画制作」に加え、それ
らのビジュアルを活用した「コンテンツの企画制作」を提供することで、お客様
の“コンテンツパートナー”としての価値の増大に努めております。
当期においては、「中期経営計画｜後期（2017年-2019年）」に掲げた、一人
ひとりの生産性向上及び労働集約型から知恵集約型への転換といった、収益
力向上の基盤となる仕組み作りや組織としての制作力の向上を推進してまいり
ました。引き続き企業のコンテンツパートナーとしての持続的成長の礎を構築
してまいります。

私たちアマナグループは、我々のサービスを提供するマーケットを拡大し、常に
時代のニーズをとらえた新しいビジュアルコミュニケーションの提供にチャレンジ
することで、「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。

2018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

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
「ビジュアルの中に閉じ込められた創造の眼差し、
好奇心やイタズラ心が生まれる瞬間。」として、遊びや
暮らしの中に織り込まれたクリエイティブを育む物語
を表現しました。
写真を取り巻く環境はますます進化し、ビジュアルを
通じたコミュニケーションは「見る」から「参加する」へ。
世界中の人々と瞬時につなる共感の感覚は、日々の
生活にすっかり根付いています。

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。



UDトラックスのメカニック採用において、説明会参加に向けた
導線設計をクリエイティブの力で解決

クリエイティブの力で解決できること
重要課題である、会社の根幹を担うメカニック採用。優れた
技術力や長い歴史、会社の魅力を伝える説明会への参加を
促すためには、商用車整備という仕事の魅力訴求と会社の
認知度向上が必須課題でした。説明会や職場見学に至る前
段階の「会社を知る」「興味を持つ」それぞれの過程において、
ビジュアルの力で学生を惹きつけて次のステップに進む後押し
となるクリエイティブをアマナグループで企画・制作しました。

いつ、どこで、何を、誰に伝えるのか
コントラストの強い迫力のあるビジュアルで学生の興味を惹く
ポスターを制作し、ウェブサイトへの誘導と説明会への参加を
促します。説明会で流す現役メカニックのインタビュームービー
では、原稿を用意せず彼らの言葉で語ってもらい現場の声を
伝えることに重きを置き、より理解が深まり共感を得られる
映像に。パンフレットではエンジン整備から最先端テクノロジー
までトラックメカニックならではの魅力を力強いビジュアルで
紹介。学生に刺さるトーン＆マナーを設計し「届くビジュアル」
を実現することで、学生の心を掴む制作物となりました。

ビジュアルの力で心を掴む！
課題の本質を紐解き、
新卒の学生に届くクリエイティブを実現

創作和スイーツを提供する期間限定店舗「ハーゲンダッツ茶房」
トータルでクリエイティブ制作を行ったリアルイベント施策

上質な世界観を伝えるトーン&マナー
東京・銀座の「数寄屋橋茶房」に作られた期間限定店舗の、 
ロゴ・グラフィック・ムービー・ウェブ制作、「和」をテーマにした
店舗入り口の装飾やメニュー表の制作等、アマナが一貫して
制作。銀座という場所と、「数寄屋橋茶房」という上品な店舗
空間に合わせて、ハーゲンダッツが持つブランドのイメージと
限定店舗の世界観を伝えるトーン&マナーでリアルなブランド
体験の場を演出しました。

絶妙な光の調整による撮影
定常光による長時間露光で真俯瞰から撮影したキービジュ
アルは、微妙な陰影をつけ、ニュアンスのある雰囲気で「ハー
ゲンダッツ茶房」の世界観を表現しました。味わいを伝える
メニュー表ではキービジュアルとはライティングを変え、親しみ
と落ち着きのある上品なトーンで和シズルを表現しています。
世界観を崩さず、目的に合わせて絶妙な調整とバランスを保ち
ながら光の加減や撮影方法を変えられる、アマナの高いクリ
エイティブ力を発揮しました。

和の趣を演出するクリエイティブ
高級感ある洗練された空間でのブランド体験



アマナが持つソリューションと人材を活用して 
POLAのPRイベント用撮影システムを制作

フラワーアート写真とポートレートで幻想的なグラフィック
POLAの最高峰ブランド「B.A」のPRイベントで使用した撮影
システムの制作等を行いました。フォトブースではアマナ
オリジナルの撮影ソリューション「FIG.CAM」を使用。ブース
の中でセルフポートレートを撮影し、4つのフラワーアート写真
から好きなアレンジを選ぶと自動で画像合成され、QRコード
でシェアできる仕組みとなっています。

検証を重ねたライティング
高級感のある雰囲気と秘密めいた空間を演出する照明と、多重
露光で綺麗に合成するために必要な明るさとのバランスを
検証するため、実際のブースと同じ広さのセットをスタジオに
制作。限られたスペースの中でも、熱くなりすぎず明るさも
保つ照明機材の選定から、合成が美しく仕上がる光の調整
までのライティングディレクションをアマナのフォトグラファー
が行いました。ブランドの持つ高級感が伝わるフォトブースと
なりました。

ブランドが持つ世界観を演出
漆黒のブース内で作り出すアート作品

POLA B.A art studio

豊富な作品で、自宅からオフィスまで
生活のあらゆるシーンを楽しくする提案

アートフォトを身近に楽しむ
「多くの人々に気軽にアートフォトを生活に取り入れて欲しい」
という願いからパリで誕生した「YellowKorner（イエロー
コーナー）」。日本においては、「アートを選ぶ、買う、飾る楽しさ
をより多くの人たちに知っていただきたい」というコンセプト
のもと、アマナの関連会社であるイエローコーナージャパンが
展開。買いやすく分かりやすい価格設定と日本人の生活に
あった飾り方を紹介することでアートフォトを飾るハードルを
下げ、手の届きやすいアート作品として注目されています。

様々なシーンでアートフォトへの高まる関心
既存の六本木のshowroom兼店舗に加え3月に東京ミッド
タウン日比谷に直営店をオープン。充実した作品点数を店頭
に揃え、買い物途中や会社帰りなどに多くの方に気軽に立ち
寄って購入いただいています。また、企業に向けてはアマナと
組んでオフィスやホテル、商業施設などでのアートフォトを
使った空間の提案を強化。豊かな空間を作るコンテンツとして
のニーズに加えて、クオリティの高さやエディションによるアート
作品としての価値も評価され、今後の更なる需要の拡がりが
期待されます。

アートフォトのある生活を！
気軽に楽しめるアートフォト「YellowKorner」
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地域の「らしさ」を「伝わる力」に
「ビジュアルのチカラ」で地域の自立的発展を支える

「写真の町」北海道東川町
「写真の町宣言」30周年に合わせたロゴの開発や、東川町の 
ウェブサイト等の情報発信ツールの整備をはじめ、定住促進や 
ふるさと納税の活性化のためのツール制作や物産品のパッ
ケージデザインなど、長期にわたって地域ブランディング施策
に幅広く携わっています。職員の名刺やレターヘッダ、手提げ
袋など、日々の業務で使うツールまでもこだわり、東川町の
ブランドを継続的に発信し続けるための支援を行っています。

「つながるまち。」 
岩手県矢巾町
矢巾町、楽天と三者
の包括連携協定を締結し、町民
との対話からアイデアを生み出し、町おこしプロ
ジェクトのロゴやコンセプト、キービジュアルの制作を行い
ました。矢巾町のＰＲ用のコンテンツ制作以外にも「ちゃぶ台
返し世界大会」のイベントでは、ポスター、CG動画等も制作
するなど、コンテンツパートナーとしての支援を継続的に行って
おります。

「うきはテロワール」福岡県うきは市
フランスのワイン産地とよく似た、日本でも珍しい地質・地形を
有するうきは市は、農業をとりまく環境を「うきはテロワール」
と名付け、ブランド構築を進めています。アマナでは、「うきは
テロワール」のウェブサイトや動画の制作、『料理通信』での
特集記事や、食の交流会「うきはMEETUP」の開催などの
プロモーション業務に取り組み、情報発信の基盤づくりから
その後の展開までサポートしています。

地方が成長する活力を取り戻し、人口減少をはじめとした
様々な課題を克服することを目標とされている地方創生。地域
の付加価値をあげ、地域全体の活性化を図るため、アマナが
持つ表現力で各地方自治体の取り組みを支えています。

「地域のチカラ」につなげるために
地域住民（ウチ）が地域の「らしさ（魅力）」に愛着と誇りを持ち、 
その「らしさ」を正しい方法で発信する継続的な活動が、ソト
の共感を生み出します。つまり、「らしさ」を支点とする＜ウチ
からソト→ソトからウチ＞という振り子の反復運動が「地域の
チカラ」「自走するチカラ」であり、地域ブランディングの要諦
でもあるのです。

「らしさ」

ファンづくり
“ブランディング”

地域活性 × ビジュアルコミュニケーション

地域地方自治体

地域愛・誇りの育成

地域来訪者の増加

地域雇用の増加

「らしさ」の再認識

新しい価値の発見

情報発信の支援



コーポレートデータ
（2018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

取締役及び監査役
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 ...................................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 ..........................⻄井 友佳子

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）
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