
SPプランニングから中国に直工場
を持つ強みを生かしたノベルティ制
作、事務局運営までワンストップで
提供。

グループ会社である創造型PR商社サニー
サイドアップとのプランニング面での連携を
強化。実施力の伴ったトータルでのマーケ
ティングコミュニケーションプランニングが
可能。

☎03-6864-1143
miyazawa@wise-int.co.jp
株式会社ワイズインテグレーション
第3アカウントグループ
www.wise-int.co.jp/

ヒットプロモーションを数多く手掛けるSP専門会社

株式会社ワイズインテグレーション

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。

「マルシェ・ジャポン」を東京タワーにて、
2012年5月27日（日）の初開催に続き、6月
24日（日）に２回目の開催。本年は、東京タ
ワーを含む新スポットでマルシェを展開して
参ります。マルシェを活用したプロモーション
など食関連事業を積極的に推進中。

☎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

トッパンフォームズは広告媒体の提
案からツール制作、設置、効果測定
までトータルにサポートさせていただ
きます。

広告到達率が高いメディアをお探しでした
ら、「エスカレーター手すり広告」が最適で
す。 商品・サービスを扱う店舗・施設の最寄
り駅で、「エスカレーター手すり広告」を利用
することで、商品認知やブランド再確認を促
進し、駅から売り場への誘導、購入の後押
しを図ります。

☎03-6253-5705
kaihatsu@toppan-f.co.jp
トッパン・フォームズ株式会社
商品本部 事業開発部　担当 好光
http://www.toppan-f.co.jp/

「情報」を核としたさまざまな事業を展開

トッパン・フォームズ株式会社

独自の高品位サービスと、多才なク
リエーターとのネットワークを生かし、
販売力向上効果の高いSPツールを
制作。

光陽社はお客さまの販売促進をサポートす
る制作会社として、無料で試せるクラウド型
デジタルサイネージ「伝介a-signage」を
はじめ、高彩度を再現するオフセット印刷
サービス「The Favorite◎」など、訴求力・
集客力アップと購買意欲促進を追求した
独自のサービスを展開しています。

☎03-3266-6600
sp@koyosha-inc.co.jp
株式会社 光陽社
企画開発部　担当 佐々木雅規
http://www.koyosha-inc.co.jp

自社工場を備えたSPツール制作会社です

株式会社 光陽社

店頭プロモーションのプロフィッショ
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

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
期でご提案いたします。

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

行き詰まったとき、マンネリ化したとき
に新しい視点・新しい技術による解
決策を提案できる会社です。

あらゆる分野で技術革新は目覚ましい限り
ですが、先日紹介された「Leap」というUI
（ユーザーインターフェース）はまさに未来を
予感させるものでした。当社でも導入予定
なので、ぜひイベントなどの企画で提案でき
ればと思います。

☎03-5772-5525
info@adlab.jp
株式会社アドラボ
担当 菅沼伸朗
http://www.adlab520.com

広告企画・SP企画などをトータルプロデュース

株式会社アドラボ

ウェブ動画を取り入れたSP施策が
好評。時代と市場の「今」を視野に、
戦略から実行まできめ細かく支援し
ます。

バーチャルスタジオやCG合成を実現する
映像機材を自社保有。最近は、ウェブ動画、
特にインターネット中継を連動させたプロ
モーションで好評を得ています。トータルな
SP制作能力の提供はもちろん、確実に売
り上げに結び付ける営業強化施策までフォ
ローしています。

☎03-6416-3108
info@glorious.co.jp
株式会社グロリアス
担当 黒岩・中本
http:www.glorious.co.jp

営業視点からのSP施策。「売上げ」に結び付けます

株式会社グロリアス

売りの現場を把握し、システムとメ
ソッドを駆使して、数々のクライアン
トの販促を成功に導いた実績があり
ます。

最前線である個店こそが、販促活動の主
役だと我々は考えます。個店販促事務局が
中心となり、本部と個店の販促活動をきめ
細かくサポートし、独自のオンライン制作・発
注システムの活用によって、施策実施のス
ピードアップと効率化を実現します。

☎03-5366-1933
sp@commons.co.jp
コモンズ株式会社
営業本部　担当 初鹿野・平野
http://www.commons.co.jp/

ターゲットに望ましい行動をさせるために行動する会社

コモンズ株式会社

大手流通企業や食品・消費材メー
カーが主なクライアント。企画制作か
ら実施・運営まで総合的なサービス
を提供。

新アプリ「クイックレシピ」を開発しました。
スーパーなどで食料品に二次元バーコード
を貼付し、お客さまがお買物の際、各商品に
関連したレシピをスマホに表示できるサービ
スを開始。流通業のお客さまサービスやメー
カーの店頭プロモーションとして有効です。
（詳細は当社ウェブサイトで）

☎03-3269-0410
apli@scope-inc.co.jp
株式会社 スコープ
事業企画本部 　担当 中田雅巳
http://www.scope-inc.co.jp

SP広告を中心とした総合広告会社です

株式会社 スコープ

プロモーションアプリの企画・開発か
らリアルな店頭展開までをワンストッ
プで行えるＳＰエージェンシーです。

当社が開発したiPhone用「チャリピク天
気」アプリは、ユーザーが自慢の自転車画
像を投稿し、天気とともに画像共有できま
す。このプログラムを活用することで、コンテ
スト型CPや会員登録施策が、短納期・低コ
ストで構築できます。興味のある方はぜひお
試しください。

☎03-5733-0322
info@forfive.co.jp
株式会社 フォー・ファイヴ
デジタルプロモーション部　担当 山田
http://www.forfive.co.jp

デジタルコンテンツを活用した店頭ＳＰをご提案します

株式会社 フォー・ファイヴ

パートナー一覧
セールスプロモーション

会社情報 セールスポイント 注目のTOPIC/NEWS

販促活動のパートナ―企業が見つかる！

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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プロモーションメディア

リサーチ
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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プランニング

ＣＲＭ

どの領域のビジネスを行っているのか、該当するものをグレーで表示しています。

さまざまな販促ノウハウと、それを実現
するグラフィック・ウェブ・映像の制作
ノウハウが弊社サービスの強みです。

レスポンスを高めるためのデザイン制作サー
ビスに関し、ご協力いただける企業さまを募
集しております。本募集に対して行われるデ
ザイン制作はもちろん、無料です。詳しくは
当社ウェブサイトにてご確認ください。当社
ウェブサイトへは、「フロンティア　広告」で
検索ください。

☎03-6280-5190
info@frontier-ad.co.jp
株式会社フロンティア
営業推進室　担当 平田
www.frontier-ad.co.jp

販促に特化している、企画も好評な広告制作会社です

株式会社フロンティア

 

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
効果測定の仕方をご提案いたします。ぜひ
お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・長岡
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
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