
戦略的ブランディングとマーケティン
グ理論を軸にした会社案内、営業パ
ンフレット、ウェブサイトで御社に「成
功体験」を。

当社ウェブサイト「パンフレット専科 AEMの
採用ツール戦略」にて採用ツール事例を多
数公開中！貴社のブランドや採用コンセプト
をビルトインしたデザインや、第一印象で競
合と差をつけられるクリエイティブを実現しま
す。ご希望に合わせてクロスメディア対応な
ど、その他媒体への連動も可能です。

☎03-5774-1282
marketing@aem.co.jp
アイムアンドカンパニー株式会社
メディア広報部　担当 小林
http://www.print-solution.com/

企業間取り引き・集客をパンフ、ウェブでクロスサポート

アイムアンドカンパニー株式会社

パートナー一覧
セールスプロモーション

販促活動のパートナー企業が見つかる！
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DM

チラシ

プレミアムノベルティ

ネットプロモーション

パッケージ

プロモーションメディア

リサーチ

サンプリング

イベント

店頭ツール

事務局代行

EC支援

映像

キャンペーンサイト

ＳＰ総合プランニング
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●どの領域のビジネスを行っているのか、該当するものを色で表示しています。

お客さまのニーズにクリエイティブの
力で120%応えます。プランニング、
デザイン、ウェブ、アプリ、AR、グッズ
製作など。

当社はアプリの開発を行っており、９月１日
にAppStoreにて「おじさまちがい探し」
（iPhone向け）をリリース。従来の間違い探
しとは異なる、新感覚のゲームです。今後も
自社アプリを続 リ々リース予定です。アプリ
で新しいプロモーションをお考えの方は、気
軽にお問い合わせください。

☎052-232-3705
info@cm-bar.co.jp
株式会社シーエムバー
担当 恒川憲一
http://www.cm-bar.co.jp

オリジナルARを簡単、お値打ちに提供！

株式会社シーエムバー

お客さまの目的を達成することが当
たり前。目的達成できない案件は提
案すらしません。得意分野：集客、客
単価UP。

「新規顧客を獲得するためのウェブサイト」
「商品を売り伸ばすためのキャンペーンサイ
ト」「お店に行列を作るためのチラシ」などの
コピーからデザイン制作。さらにそれら全体
の、販促戦略コンサルティングが得意領域
です。少数精鋭でお客さまの販促活動のお
手伝いをしています。

☎052-201-2525
info@alive-web.co.jp
アライブ株式会社（東京支社あり）
担当 竹内・山本
http://www.alive-web.co.jp

売り上げを上げるための戦略的なプロモーションをご提案

アライブ株式会社

 

SP戦略の立案からグラフィック・ウェ
ブデザイン・イベントまで課題に合わ
せたソリューションプランを提供して
まいります。

御社の販促キャンペーン、効果測定は行い
ましたか？ 売り上げを上げる、顧客を増やす
キャンペーンを展開するには、キャンペーン
ごとにきちんと効果測定を行うことが重要で
す。明祥ならご予算に応じたキャンペーンと
効果測定の仕方を提案します。ぜひ気軽に
ご相談ください！

☎03-3632-0171
info-sp@meishow.co.jp
株式会社明祥
営業戦略部 営業開発課　担当 正木・山口
http://www.meishow.co.jp/ad/sp

戦略的な視点から、御社に合ったSPプランをご提案

株式会社明祥

ARアプリ開発や海外ビジネス支援、
論文発表もしている認知科学デザ
イン評価で独自企画を提案します。

AR企画を短期契約・低コストで実現できる
新サービス「POPLAR」を開始！iOS、
Android両OSに対応し、最短１カ月６万
5000円から利用可能で、イベントなど短期
での利用にも最適です。同時にOEM提供も
開始！多彩な機能を標準装備したARアプリ
を短期間で導入できます！

☎050-7102-2075
info@warpstyle.jp
フジ印刷株式会社
WarpStyle部門　担当 小野 進
http://warpstyle.jp/

ARアプリ・海外デザイン・認知科学デザイン分析

フジ印刷株式会社

私たちは、「話すこと」から始めます。
そこから、真のご要望をお聞きし、ベ
ストソリューションを提案します。

実用機能の訴求に終始しがちなBtoB市場
にあって、機能訴求だけに留まらず、他社と
の差別化も考慮、ブランドアピールも図って
いき、引き合いを増やしたい。そういう課題を
抱えている企業の方々からの問い合わせが
増えております。豊富な実績のある弊社に
ぜひご一報ください。

☎03-3769-2611
service_minds@mind-s.jp
株式会社マインズ
プロモーション事業部　担当 池田・金子
http://mind-s.jp

世の中をＨＡＰＰＹにするアイデアあります

株式会社マインズ

マーケティングに基づいた、広告、プ
ロモーションの企画・制作・生産まで
を総合プロデュースする会社です。

日本国内で培ったSPプランニングのノウハ
ウを生かし、中国マーケットへの販促プロ
モーションを展開中。現在、食品・飲料メー
カー・外食産業・流通を中心にプロモーショ
ン実績を積んでおります。中国全土・台湾へ
進出の企業さまへ的確な販促プランを提案
します。

☎03-5282-3582
info@shu.co.jp
株式会社周プランズワーク
営業部　担当 内堀
http://www.shu.co.jp

アジア全域をマーケットにして販促提案をいたします

株式会社周プランズワーク

広告・販促のプランニングから、紙
ツール、ウェブ、ノベルティなどのデザ
イン制作をトータルにプロデュースし
ます。

広告・販促から各種プロモーション、ビジネ
スモデルまで、クライアントのご要望に対し、
企画・システム構築・クリエイティブを組み合
わせた総合力で応えます。アイデアありきで
はなく、目的達成のための方策を、コンサル
ティングを含めたメディアミックスの手法で
提案します。

☎06-6281-1312
info@n-nine.net
株式会社Number Nine
担当 牧野 秀
http://www.numbernine.co.jp

商業デザイン全般。企画からデザイン、ウェブ、ノベルティまで

株式会社Number Nine

印

　刷
オンデマンド印刷・ポスター製作にお
いて、多摩エリア最速・最大級の設
備で、お客さまの「集客」をサポートし
ます。

オンデマンド印刷をウェブとリアルの両方か
ら注文頂けるサービスを展開しています。
「集客方法がわからない」「インパクトがほし
い」などのお悩みは営業が伺います。「デー
タはあるから早く印刷したい」場合はウェブ
で対応します。どちらもスタッフが最後まで対
応いたします。

☎042-655-0666
tarou.ohsaki@outline-inc.co.jp
株式会社アウトライン
本社営業部　担当 大崎
http://www.outline-inc.co.jp

感動していただけるサービスを提供します

株式会社アウトライン

立ち上がりが早い、仕上げが早い。販促
ツールは欲しいとき、欲しい数をピンポイン
トに用意することが重要。スピーディに、
リーズナブルに、が私たちの強みです。

私たちはお客さまの商品力アップを全速・全
力でサポート。スピーディに対応することでさ
らなるコストダウンを実現します。海外拠点の
ノウハウを生かしたオリジナルPOPパーツも
続々開発中。売り場にすばやく届けるための
セットアップ・発送も丸ごとお任せください（名
古屋本社・大阪営業所あり）。

☎03-3571-4850
webmaster@seikodonet.com
株式会社セイコードー
東京支店　担当 長嶺・西堀
www.seikodonet.com

いつでも全速・全力。販促ツールのセイコードー

株式会社セイコードー

三つの事業所が集まった新社屋
「t.Palette」、昭和島に完成です。

2013年３月、昭和島に新社屋が完成しま
した。印刷は50年後どうなっているのだろ
う。紙は消えてしまうのだろうか。その難しい
問いに答えを見つけるために、私たちは営
業・製版・オフセット印刷の３事業所を一つ
にまとめました。私たちはここから、新しい印
刷を見つけにいきます。

☎03-5764-1511
information@taiyo-p.co.jp
大洋印刷株式会社
プロモーション事業本部　担当 有吉 淳
http://www.taiyo-p.co.jp

新印刷を見つけにいこう

大洋印刷株式会社

D

　M
当社の業務のクオリティとスピードは
不動産、金融機関、高級ブランド、
各社さまに評価いただいています。

DMの企画デザイン制作から低価格での発
送、ウェブ制作・電子カタログ制作・電子書
籍制作・自社スタジオでの動画制作まで、お
客さまのレスポンスを高めるためのさまざま
な提案をいたします。

☎03-3299-6011
dm-m@viax.co.jp
株式会社ヴィアックス
ダイレクトマーケティング事業本部　担当 吉村・大西
http://www.viax.co.jp/direct/index.html

信頼できるプロモーションパートナー

株式会社ヴィアックス

DMに関するすべての工程をワンス
トップで提供。営業企画部、制作部、
情報処理センターが三位一体となっ
てサポートします。

DM発送データの加工や可変印字へのご
要望などをお聞かせください。当社情報処理
センターが応えます。お預かりしたデータを
DM発送用に加工、ご希望の条件でカスタ
マイズします。加工データは600dpiの解像
度を持つ高速プリンタでクリアに印字。独自
のチェック体制で品質管理も万全です。

☎03-5215-0058
info@fmdb.co.jp
株式会社エフエムディービー
営業企画部　担当 大薗(オオゾノ）
http://www.fmdb.co.jp

ダイレクトメールのプロフェッショナルです

株式会社エフエムディービー

会社情報 セールスポイント 注目のTOPIC/NEWS
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DMポスティング会社としての配送
業務に加え、独自分析によるエリア
や建物指定ができる無宛名DMが
強みです。

弊社「セキュアDM」なら個人情報保護に
配慮したDMを企業さまが届けたいお客さま
へ届けることが可能です。2004年設立以
来、さまざまな企業さまからお預かりしたDM
を多くのお客さまの元へお届けしてきた実績
を元に能率、効果を最適化したポスティング
プランを提案します。

☎03-5625-1301
kashiwa@postway.co.jp
株式会社ポストウェイ
事業開発部　担当 柏 吾郎
http://www.postway.jp/

目からウロコの効果的DM配送ソリューションをご提案

株式会社ポストウェイ

店頭ツール、グラフィック、ウェブ、映
像など、すべて社内一貫体制でさま
ざまな広告・販促をサポートします。

デジタルサイネージのサービス開始！コストパ
フォーマンスに優れたサイネージシステムと
コンテンツ制作を提供します。店頭ディスプ
レイ、カタログ制作、映像、ウェブ制作もクオ
リティ・スピード・コストすべてにおいて満足
いただけるサービスで、貴社の広告・販促を
お手伝いします！

☎03-6895-7495
info@jpc-ltd.co.jp
株式会社ジェー・ピー・シー
東京営業所　担当 黒木悟志
http://www.jpc-ltd.co.jp/

ワンストップで全ての広告・販促物をデザインする集団

株式会社ジェー・ピー・シー

「アイデアをカタチに」を経営理念に
掲げ、デザイン、設計から量産までの
サービスをワンストップでご提供します。

展示ルームをリニューアルいたしました。さま
ざまな業種の店頭ＰＯＰを展示しております
ので気軽にご来社ください。　☎03-5652-0636

inquiry@togu.co.jp
株式会社　東具
セールスプロモーション部　担当 辛嶋累一
http://www.togu.co.jp

広告代理業・各種販売促進の企画・立案・実施

株式会社　東具
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店頭にまつわるデザイン・CPツール・
ベタ付け景品企画など、デザイナー
集団ならではの発想をカタチにして
いきます。

SP広告制作会社として創業33年を迎え、
大手広告会社さまから実績と信頼を得て
います。平面グラフィックはもちろん、立体
的な販促ツールから電子POP・ノベルティ
まで経験豊富なSPクリエイターがお客さま
のご予算に合わせて素材・形状などを踏ま
え、最適なツールを提案します。

☎03-3261-5915
kinya@m-plus.co.jp
株式会社メディアプラス
営業部　新倉・佐藤
http://www.m-plus.co.jp/

店頭ツールデザインのスペシャリスト集団

株式会社メディアプラス

 

国内外のあらゆるイベントのプロ
デュース事業を展開。中国・インド、
さらにプロモーション領域を広げて
いきます。

私たちは、「ダイレクトコミュニケーションを操
るプロ集団」です。国際的なスポーツイベン
トや、会議の運営、演出をプロデュース。そ
のほか、キャンペーンから新製品発表会、セ
ミナーまで、幅広いジャンルを年間200以上
手掛けています。イベントを創る新たなかた
ち【 MOVE5 N 】www.move5.jp

☎03-5543-2217
toru@sp-ring.co.jp
株式会社エスピー・リング東京
第２事業本部　工藤徹
http://www.sp-ring.co.jp/

すべてのイベントをプロデュースします。

株式会社エスピー・リング東京

店頭プロモーションのプロフェッショ
ナルがさまざまなノウハウや視点か
ら企業さまとお客さまをトータルサ
ポートします。

直接的なコミュニケーションが取れる店頭
において、消費者が思わず欲しくなる気持
ちをつかみ、購買につなげます。販売環境
や市場動向を的確に捉え「いますべきコト」
を店頭プロモーションに反映させ、プロフェッ
ショナルチームがさまざまなノウハウや視点
でサポートします。

☎03-3834-9245
info@timely-group.jp
株式会社タイムリー
首都圏営業部　担当 佐前裕之
http://www.timely-group.jp

セールスプロモーションのお悩みをトータルサポート

株式会社タイムリーD

　M
ダイレクトメールのデザイン制作から
発送まで低コスト・ワンストップ・短納
期でご提案します。

新サービス「DM-Analyzer」。BtoB向け
DM支援ツール・見えない見込み客を可視
化。DM-Analyzerはダイレクトメールから
ウェブへの誘導、アクセスログを分析し見込
み客を可視化。DMの反響が測れる次世代
DMパッケージです。

☎0422-24-8500
yamao@dm-s.co.jp
ディーエムソリューションズ株式会社
ダイレクトメール事業部 営業部　担当 山尾
http://www.dm-s.co.jp

マーケティング戦略解決のベストパートナー

ディーエムソリューションズ株式会社

店頭販促用電子POPモニターの開
発・販売、インストアメディア運営、映
像制作を行っています。

長年にわたる電子POPの開発の結果、最
適な機能と低価格を実現しました。安心の
サポート体制と、さまざまなカスタマイズが可
能です。カフェ・美容室などのインストアメ
ディアを運営しており、店頭SPと連動したク
ロスメディアサービスで高い費用対効果を
実現します。

☎03-6802-8616
info@gp777.com
グッドプランニング株式会社
広告メディア事業部　豊田・西野
http://www.gp777.com/

映像を使ったSP・PRをワンストップで提供

グッドプランニング株式会社

成果が出るポイントサービスの導入・
改善からCRM構築までを豊富な実
例でご支援。最新刊『成功するポイ
ントサービス』発売中。

独自のデータ／ノウハウを用いて、ポイント
サービスの導入・改善、CRM活動の活性
化までサポートします！ ポイントサービスにお
ける交換を改善する「ポイント交換特典魅
力化サービス」も始めました。1ポイントあた
りの経費を20％削減するなど、コストダウン
にもつながります！

☎03-6431-3651
yoshikawa-k15@mail.dnp.co.jp
株式会社エムズコミュニケイト
コンサルティング事業部　担当 吉川
http://www.emscom.co.jp

『ガイアの夜明け』で紹介されたポイントサービス専門支援会社

株式会社エムズコミュニケイト

掲載企業について詳細を知りたい方、仕事を依頼したい方は、直接それぞれの企業の担当者までご連絡ください。
また、当コーナーへの掲載をご希望の場合は、販促会議編集部「プロモーションパートナー一覧」までお問い合わせください。　
TEL:03-6418-3322　Mail:hansoku@sendenkaigi.co.jp

ソーシャル活用戦略、キャンペーン
企画制作、運用まですべてお任せく
ださい。大手企業から中小店舗まで
実績多数。

ソーシャルメディア・マーケティング専業なら
ではのノウハウ蓄積と多彩なソリューション
が強みです。例えばツイッターキャンペーン
なら、ツイート文の作成、動線を最適化した
定型キャンペーンサイト制作、応募者集計、
効果測定ツールまで一式で、20万円から。

☎03-6457-5789
info@argyle.jp
アーガイル株式会社
担当 奥 佳郎
http://argyle.jp/

ツイッター、フェイスブックなどのソーシャル活用支援

アーガイル株式会社

C
R
M

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
ィ
ア

ネ
ッ
ト
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

ノベルティや店頭販促ツール、オリジ
ナルPRメニューで、貴社の想いをよ
りよくお客さまへ伝えるご提案をしま
す。

早くも、来年度の手帳やカレンダーの検討
時期がやってきました。当社では、信頼のブ
ランド「ブルーダイアリー」をはじめ、近年人
気のあるオリジナルの卓上カレンダーなども
数多く手掛けています。新カタログも発刊し
ておりますので、ぜひ一度お問い合わせくだ
さい。

☎03-3552-8591
sp@tanabekeiei.co.jp
株式会社タナベ経営
SP事業部　担当 岡野雅之
http://www.tanabesp.jp

「伝わる」ノベルティで販促活動を支援します

株式会社タナベ経営プ
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交通広告を中心としたメディア開発
と研究、食関連のプロモーションなど
多くのオリジナルなソリューションを
提供。

リアルメディアの価値があらためて見直さ
れている中、交通広告・屋外広告などの効
果指標や他のメディアとの相関性など長
年培ってきたデータを活用し、最適なリア
ルメディアのプランニングやアカウンタビリ
ティをご提供しております。気軽にご相談
下さい。

☎03-3504-2128
h_terada@nkb.co.jp
株式会社NKB
コミュニケーションデザイン事業部　担当 寺田裕史
http://www.nkb.co.jp/

交通・OOH・食メディアプランニングのプロ

株式会社NKB

企業(クライアント)のSPやイベント。
クライアントの思いをカタチにし、お
客さまへ伝えるお手伝いをします。

社内インセンティブプロモーションから新商
品・プロダクトのセールスプロモーション、各
種イベントまで手掛けています。クライアント
のメッセージをいかにお客さまへ｢届ける｣か？
ノウハウだけに頼らず、クライアントとの協働
でカタチにし（制作）、実行してまいります。

☎03-6418-0561
account@deskplus.co.jp
株式会社デスクプラス
担当 山本・岡戸
http://www.deskplus.co.jp

企業のSPイベントの｢制作｣と｢実行｣を手掛けます

株式会社デスクプラス

会社情報 セールスポイント 注目のTOPIC/NEWS 会社情報 セールスポイント 注目のTOPIC/NEWS

「セールスプロモーションパートナー一覧」は、
宣伝会議のウェブサイトでダウンロードが可能です。

詳細はこちら　www.sendenkaigi.com/books/back-number-hansokukaigi/1104
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