
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ま
す。

貴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。アドテイスト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！

☎03-3632-4818
info-sp@adtaste.jp
株式会社アドテイスト
コミュニケーション戦略開発室　担当 畠山・山口
http://www.adtaste.jp

戦略的な視点から、貴社に合ったSPプランをご提案

株式会社アドテイスト

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、ウェブサイトで貴社に「成
功体験」を。

貴社の2015年度新卒採用の準備はいか
がでしょうか？ 「欲しい人材」を獲得するため
には、採用戦略に沿った効果的な採用ツー
ルを制作したいところ。採用ツールに豊富な
実績を持つアイムアンドカンパニーが、貴社
の採用活動をお手伝いします。詳しくは【パ
ンフレット専科】で検索ください。

☎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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●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。
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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。

オリジナルのPOPパーツをはじめ既製の販
促ツール類も取りそろえています。ほしいとき
すぐお手元に！店頭に！お客さまの商品力
アップを全速でお手伝いします。カタログ好
評お届け中です。

☎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

スクリーン捺染機とＩＪ出力機を備え
るハイブリッドな環境。のぼり、旗、幕
などの布地媒体の印刷会社です。

のぼり、旗、幕はもちろん、バックスクリーンや
テーブルクロスなど仕様が複雑なツールの
製作もお任せください。また、歴史と新規性
の両立を目指し、「両面プリントのぼり」や特
許商品「ワンキャッチ」など、積極的な技術、
商品開発を行っています。ツイッターで情報
発信中。

☎03-3935-4424
info@seriart.co.jp
セリアート株式会社
営業部
http://www.seriart.co.jp/

布地印刷にこだわり40年、安心と信頼の国内生産

セリアート株式会社
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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

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
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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

なっせんき

コミュニケーションの適正化をユー
ザーの視点からアプローチ。ワンラン
ク上の実効性あるSP活動を支援し
ます。

考え方の起点は“USP＝独自の魅力”の抽
出と開発。プランニング、ウェブ・IT、デザイン
の三つの機能を融合し、訴求効果に富んだ
PRと優位性の高い販売促進をサポート。
施策やツール、ネットワークメディアの再編
だけでなく、包括的なブランド強化もプロ
デュースします。

☎03-3578-7569
unitytk@creativeunity.jp
株式会社クリエイティブ・ユニティ
コミュニケーションデザイン　担当 河井
http://www.creativeunity.jp

「誰に 何を どう伝えるか」の最適化こそが生命線

株式会社クリエイティブ・ユニティ

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
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「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

“発想から発送まで”をキーワードに、店
頭商品と生活者を結ぶプロフェッショ
ナルとして貴社の課題を解決します。

ボンビは2014年３月をもってグループ創業
60周年を迎えます。発想力、企画力、創造
力と総合的な一貫体制でサービスをご提
供。国内外での生産体制の充実に加え、
五感訴求を取り入れた展示手法や、廃棄
問題・エネルギー節約など、環境を考えたオ
リジナルツール開発にも取り組んでいます。

☎072-955-4685
pop@bonbinet.co.jp
株式会社　ボンビ
SP営業部　担当 菰田英人
http://www.bonbinet.co.jp

店頭販促で60年の安心ブランド

株式会社　ボンビ

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。

当社は、販促キャンペーンから新製品発
表会、セミナー、展示会など、幅広いジャン
ルのイベントを年間200以上手掛けてい
ます。そのほか、国際的なスポーツイベント
や会議の演出・運営もプロデュースしま
す。イベントのプロ集団【MOVE5N】
www.move5.jp は当社のパートナーです。

☎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
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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
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専業メーカーならではの
　知識力
　企画力
　品質管理力　を保証します。

専業メーカーだからこそ、　　　　
　96%のお客さまからリピート注文
　85%の新規お客さまがお得意さまからの
　ご紹介
　企画制作から納品までのワンストップ対応
を実現しています。

☎03-3358-9715
sp.inquiry@sp-top.com
株式会社トップ
プロダクト統括部　担当 横山・細村
http://www.sp-top.com

貴社のファンを増やす、「モノ創り」専業メーカー

株式会社トップ

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
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