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1

同市の魅力を表現した動画、
イベント、冊子等を企画制作、
WEBやSNSによる魅力発信を実施

高槻市に20〜30代の DINKS や新婚世帯の定

ターゲットの属性を踏まえたコンテンツ制作（実

住を促すために高槻市出身の人気声優 福山潤

写 PR 動画、アニメーション PR 動画、WEB

と、相手役に竹達彩奈を起用したオリジナルア

サイトおよび冊子、冊子メイキング動画）
、さ

ニメーションの PR 動画を制作。さらに、SNS

「ぽけふた」を活用した
町田市の魅力発信等業務委託 〈 2021 〉

1

PRアニメーションと出演声優を
起用したSNS、WEBプロモーションで
20～30代の定住を促進

や WEB のプロモーションを実施することで、

まちだシティプロモーション支援業務

らには同市ゆかりの人気作家カツセマサヒコ氏
2

3

や声優 福山潤、イラストレーター キンシオタ

ターゲット世代にメッセージを訴求。施策を丁

ニ氏、エッセイスト 松浦弥太郎氏等も稼働、

寧にしっかりと行った結果、定住支援サイトの

それらを基幹とした WEB プロモーション、イ

ページビュー数が倍増し、
「住むまちとしての

ベント、地上波テレビタイアップ、交通広告な

高槻」の魅力を発信しました。

どのプロモーションにより同市の魅力を数年に
渡り情報発信しました。
2
1. PR アニメ『MY LIFE, MORE LIFE』 2. PR アニメ web プロモーション用バナー
3. 声優福山潤スペシャルインタビューページ

4

2021

2021

5

音声コンテンツと
Instagramキャンペーンで良好な
都市イメージを発信して定住促進を訴求

ポケモンが描かれたマンホール蓋
「ポケふた」と「町田市の魅力」を
紹介するオンライン番組を企画制作

定住促進プロモーションをさらに市内外に訴求すべく、

ポケモンが描かれたマンホール蓋「ポケふた」

自治体初のボイスドラマや福山潤が市営バスの車内アナ

とそのポケふたが設置されている「町田市の魅

ウンスの音声を担当する「イケボバス」など話題性の高

力」をロケ映像を交えながら紹介するオンライ

い 企 画 を 立 案 し 実 施。
「た か つ き で リ ラ ッ ク ス ♪

Instagram キャンペーン」
「たかつきでイチ押しグルメ！」
などターゲットと親和性の高いインスタグラムキャンペ
ーンも企画、実施することで、特設「たかつきウェルカ
ムサイト」のページビューも昨年を上回ることに成功し
ました。

ン番組「 ポケふた のあるまち、まちだって
6

5

7

ーのキン・シオタニ氏をゲストに迎え、ポケふ
たや町田市に関するエピソードを語っていただ
き、アーカイブ配信は累計50万再生を超え、
5. オンライン番組『 ポケふた のあ
るまち、まちだってどんなまちだ？』
6. オンライン番組の告知バナー
7. オンライン番組の様子

6

CITY ● PROMOTION ● ANIME ● WEBSITE ● SNS

Pony Canyon Inc.

どんなまちだ？」を企画制作、番組配信を行い
ました。俳優のつるの剛士氏、イラストレータ

4. 「たかつきウェルカムサイト」特集ページ 5. 「たかつきでリラ
ックス♪」Instagram キャンペーン 6. 「たかつきでイチ押しグルメ」
Instagram キャンペーン

●

3 4

1. シティプロモーション映像「まちだで育む」
（2018） 2. MACHIDA CITY BOOK 2020
（2019） 3. 町田のまち本
（2018） 4.「まちだで好きを続ける」ブックレット
（2020）

●

CITY PROMOTION ● BRANDING ● EVENT ● BOOKLET ● ANIME ● WEBSITE

しっかりと市の魅力を訴求しました。

リアル＆オンラインで大規模移住イベントを運営実施

2021

都市部在住の移住希望者を対象に、全国200以上の自治体が出展する移住＆地域

市民とクリエイターが協働して移住PR動画を制作

2021

大町市と関わる市民や高校生

おこし協力隊募集のフェアを10月1日〜3日、新宿住友ビル三角広場でリアル開催。

一般社団法人

YouTube Live でステージでのトークイベントや会場の模様等を配信、リアルと
オンラインを融合させた大規模イベントを実施しました。

移住・交流
推進機構

がワークショップを経て自ら
が撮影した素材で移住プロモ

長野県 大町市

ーション動画を制作。大町市
で豊かに暮らす移住者の様子

令和３年度 移住促進
プロモーション業務

や風景などを撮影して地域の
魅力を再発見し、動画制作を
通じ幅広い年齢層で構成され

JOIN 移住・交流＆
地域おこしフェア
2021autumn

PR 動画『Live in 信濃大町 2021~ 北アルプスの麓で暮らす ~』
●

イベント当日の会場、告知用バナー

●

EVENT

る新たなコミュニティも形成
されました。

PR ● MOVIE

県の特産品の魅力を県外へと積極的に情報を発信

2021

コロナ禍に対応した販売促進イベ
ント「オンライン狭山茶まつり」

2021

日本語パートナーズ派遣事業の応募者募集をサポート

埼玉県

国際交流基金が実施する日本語パートナーズ派遣事業の募集にあたり、本事業の

狭山茶需要創出促進業務

応募者を増加させることを目的とした広報事業を担当。弊社池袋にある未来型ラ

国際交流
基金
令和 3 年度
国際交流基金
アジアセンター
日本語パートナーズ
派遣事業
募集広報業務

ピコンテストの開催。さらに、飲
食店等への商品開発支援の実施
など、狭山茶の新たな需要の創
出を行う。SNS を活用した PR

イブ劇場「harevutai」でオンライン説明会等を開催し、事後アンケートでの満

事業を展開し狭山茶の魅力や情

足度は90％超。コロナ前よりも高い応募倍率を獲得しました。

報を発信しました。
●

オンライン番組『狭
山茶まつり SAYAMA
TEA FESTIVAL』と
本事業のロゴ

BRANDING ● EVENT ● SNS

ワーケーション動画で若い世代に来訪訴求

2021

オンライン説明会のバナー、サイトのキャプチャー
●

2021

の実施や、狭山茶を使用したレシ

PR

千葉県 白子町
白子町ワーケーション
PR動画制作業務委託契約

関ヶ原合戦の舞台、垂井町をＰＲするアニメ制作

PR 動画『うみとそらのあいだでワーケーション、白子町』

関ヶ原合戦時、重要な地であった垂井を PR するためにアニメを制作。平塚為広

●

CITY PROMOTION ● PR ● MOVIE

20代〜30代の若い世代をタ
ーゲットに対して、白子町
でワーケーションすること
の魅力を、PR 動画を制作し
て情報発信。ワーケーショ
ン目的の新たな来訪者の増
加による将来的な移住や関
係人口の創出を狙って、白
子町の新たな魅力の側面を
動画で発信しました。

を小野大輔、竹中重門を土岐隼一、竹中重治を近藤孝行、大谷吉継を Mummy-D

岐阜県 垂井町

氏が声を演じ、土岐隼一が歌唱するエンディング・テーマ「Home」の作詞を同
町出身の直木賞作家朝井リョウ氏が手掛け、大きな話題となりました。

「関ヶ原合戦と垂井」
アニメーション
映像制作業務

新たにオープンした交流拠点「長
生村交流センター」のラウンジに、

千葉県 長生村
PR アニメ『関ヶ原合戦 岐路に立った
垂井の武将たち』
●

Pony Canyon Inc.

タッチパネルディスプレイで地域の魅力を紹介

2021

PR ● ANIME

長生村移住・交流に係る
プロモーション業務委託
その２
（交流センター内
ラウンジコーナー構築）

PR コーナーをプロデュースしま
した。PR 映像やガイドブック等
の既存 PR コンテンツの有効活用
及びタッチパネルディスプレイ
で特産品や村内周遊コース等の
観光情報や地域の魅力を発信し
ています。
●

BRANDING

長生村交流センター内ラウンジコーナー

交流活性化のための快適なスペースをデザイン

2021

「持続可能な未来のために今必要なこと」を冊子化

2021

JR 外房線八積駅に隣接する長生

千葉県 長生村
長生村移住・交流促進に係る
プロモーション業務委託
その３
（コミュニティスペース）

「Meet ＆ Connect」をテーマと
したコミュニティスペースをデザ

リニューアルしたコミュニ
ティスペース

Before

イン、施工。村の玄関口となり、
来訪者と住民の方が交流できる、
ーアルしました。

BRANDING ● WEBSITE

国立環境
研究所
A-PLAT等紹介冊子制作
支援業務
（YEAR BOOK 2022 制作）

快適で利便性のある空間にリニュ

●

国立環境研究所・気候変動適応
センター が運営する「気候変動

村のコミュニティセンターに

After

適応情報プラットフォーム（ APLAT）
」のコンテンツ紹介や気
候変動適応に関する最新動向、活
動実績などの活動記録情報を盛り
込み、気候変動への適応の必要性
をわかりやすく解説する冊子を制
作しました。
●

総合、発信、宣伝の3種類の動画を制作し幅広く活用

2021

将来都市像として掲げる「未

BOOKLET

小 冊 子『 A-PLAT YEAR
BOOK 2022』

近代建築遺産「六華苑」を精細に表現する映像を制作

2021

鹿鳴館の設計で有名なイギリス人

来のために〜みんながやさし

千葉県
習志野市

さでつながるまち 習志野〜」
、

習志野市シティセールス動画
制作等業務委託契約

愛着醸成や定住促進に寄与

ブランドメッセージと「あし
たのハーモニーが響くまち
習志野市」の魅力を表現し、
する動画を制作し、視察者
PR 動画『走れ！習志野！〜 RUN! NARASHINO RUN! 〜』
●

CITY PROMOTION ● PR ● WEBSITE

等の来訪者に対して市の魅

建築家ジョサイア・コンドル設計

六華苑PR用
映像制作業務委託

力等を紹介しました。

体制を子育て世代に向けて PR を

千葉県 松戸市
子育て世代への松戸市
プロモーション推進委託業務

画制作。動画用に書き下ろされた
テーマ曲「このまちで」は、シン
ガーとして、またファッションア
イコンとして支持されている

●

BRANDING ● PR

の「六華苑」の魅力を精細に描く
映像を制作しました。
三重県桑名市『六華苑』

MOVIE ● PR

さいたま市の観光 PR を目的とし、

PR 動画『これまでも、これからも、
このまちで』、冊子『こどものいる暮
らし〜育み・紡ぐ・まつど STORY 〜』

モデルの高山都氏をアイコンにし、

調和」をテーマにした観光ポスタ

公益社団法人
さいたま
観光国際協会

種）を制作。前作のポスターとと

令和3年度さいたま市
観光プロモーション業務委託

も公開。
「近くて意外な街」さい

ー こころ シリーズの第2弾（4
もに撮影場所や周辺スポットにつ
いて紹介されているウェブページ
たま市観光を PR しました。
●

観光ポスター こころ シリーズの第2弾ポスター

BRANDING ● PR ● TOURISM

佐賀県唐津の老舗、宮島醤油。同社の企業理念を映像化

インフルエンサーの稼働によるプロモーションを展開

2021

化財に指定された「六華苑」
。そ

さいたま市らしい「都市と自然の

するために、PR 動画・冊子を企

BENI 氏が担当して、大きな話題
になりました。

財として、平成9年に国の重要文

さいたま市の意外な一面をポスターに

2021

市の充実した支援施策やサポート

持つ和風建築からなる貴重な文化

●

子育て世代へ向けた、市の価値を市内外へ発信

2021

による洋館と、池泉回遊式庭園を

全国近代化
遺産活用
連絡協議会

2021

経済産業省「コンテンツグロ
ーバル需要創出促進・基盤整

唐津産物の認知度、イメージ、魅

唐津
ブランド確立
推進協議会

力度、来訪意向度が高まる情報発

唐津産品魅力発信業務

ョンを実施しました。

信を実施。首都圏で唐津の食材を
提供するレストランでメニューを
開発（唐津コース）し、WEB や

助金）
」を活用し、ブランデ
ィング動画を制作。
「美味し

宮島醤油ブランディング

いは幸せの調味料だ」に続く、
同社の社是「去華就実（きょ

ＳＮＳなどを活用したプロモーシ
プロモーション施策の内容
●

Pony Canyon Inc.

備事業費補助金（J-LOD 補

宮島醤油

BRANDING ● SNS

かしゅうじつ）
」を映像化す
ブランディング動画『美味しいは、オモイをつなぐ。
』
●

BRANDING

るシリーズ第2弾として公開、
情報発信もサポートしました。

2020

内閣府

地方創生推進事務局
新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金ポータルサイト
にかかるＷＥＢコンテンツ
制作等戦略的広報促進事業

市民とのワークショップやアンケ

全国の地方創生臨時交付金の使用
用途を紹介するポータルサイト「地

2018 - 2020

方創生図鑑」を制作し、戦略的な
広報施策も実施。コンテンツに地

埼玉県 越谷市

方公共団体の首長の声や、有識者
の講評、統計調査を取り入れた。
昨年度は、事業やサイトの周知の
ため PR 動画も作成しました。

PR 動画『地方創生図鑑〜
あなたのまちを調べてみよ
う〜』

都市イメージ向上事業
ワークショップ運営・
PR 冊子映像制作

● PR ● WEBSITE ● MOVIE

ートを通じ、市の魅力を情報収集。
自治体としては初となる市民執筆
の小説や市民ひとり一人の越谷で
の思いを地図化した『こしがや エ
モいマップ』
、
『こしがや つなレ
コ 』など、市内外に強いインパ
クトを残す成果物を制作しました。
● CITY

、越谷 素
こしがや つなレコ（2020）
小説（2018）

PROMOTION ● WORKSHOP ● MOVIE ● BOOKLET

「印度じゃないよ、印西市」をは

2018 - 2021

千葉県 印西市
印西市シティプロモーション
支援業務

道後温泉本館を「再生」をテーマ

じめ、2019-2021年には「印西
あるある マンガ」のアニメ化、
リレーインタビュー「インザイの
によるミステリー企画など話題性
ィプロモーションを行いました。
● CIITY

PR 動画『印度じゃないよ、
印西市』
（2018）

道後温泉本館
保存修理工事を活用した
観光資源化（情報発信）事業

PROMOTION ● MOVIE ● BOOKLET

ユネスコ無形文化遺産に登録され
た「大垣まつり」や「過去や未来
の大垣市」などを題材としたアニ
メ・PR 映像を制作。原作は同市

岐阜県 大垣市

出身作家中村航氏、人気声優三森
すずこを起用。また、楽曲は世界
的に支持されている野崎良太

東京都 港区
港区文化芸術フェスティバル

茨城県 神栖市
広報戦略支援業務

を制作。情報発信を通じ、
「住み
続けたい」
「戻ってきたい」と思

千葉県 長生村

わせる施策を実施。市職員や高校
生向けの情報発信セミナーも開催

まちづくりプロモーション業務

し、市民が市の魅力を発信できる
イメージソング『Singing for the one 〜神栖の
風〜 』

ツーリズム賞を受賞しました。

PROMOTION ● EVENT ● CEREMONY ● ANIME ● MOVIE ● TOURISM

ロのアーティストが共創し、サン
トリーホールで実演する人気イベ
ントで、2018年度にはオリジナ
ル楽曲「きみいろのシアワセ」を
制作し、ステージで披露。2020
年度はオンライン練習を経て、無
港区文化芸術フェスティバル
（2018）

ルエンサー稼働（テーマごとに設

2020

定）を軸に紙媒体、WEB、地上波、
リアルイベント、コンテンツ制作

三重県 桑名市

等により訴求する多角的な PR。
弊社内に首都圏 PR 事務局を置く
Mummy-D 氏書き下ろし楽曲『くわなにさくはな』
ヴィジュアル

、移住
して、来村を促す「LIVE」
PR の「LONG」といった異なる
2種のパンフレットを制作。ただ
のパンフレットではなく、表紙か
ら香りが漂う仕掛けに加えて、
AR（拡張現実）機能で動画も閲
覧できる仕様にしました。

小冊子『LIVE』
『LONG』

● BOOKLET

ターゲットをセグメント、インフ

2018 - 2023

● CITY

Ⓒ TEZUKA

PRODUCTIONS

まちづくりプロモーション業務と

2019

● BRANDING ● PR ● EVENT ● MUSIC

桑名ブランド首都圏
パブリックリレーションズ業務

ツーリズムアワード2020」文化
道後温泉本館ラッピングアート

● EVENT ● MUSIC

メージソング」
「4 コママンガ」

ようにも注力しました。

国の内外に発信。
「スポーツ文化

観客公演をライブ配信しました。

PROMOTION ● ANIME ● MOVIE ● TOURISM

新たな「ブランディングロゴ」
「イ

2020

本館工事期間中ならではの魅力を

参加者（区民・在勤・在学）とプ

2015 - 2020

（Jazztronik）らが担当しました。

PR アニメ『いつか会えるキミに』
（2018）
● CITY

ロジェクションマッピングなどで

● CITY

2016 - 2021

大垣市プロデュース
アニメ・PR 映像制作

とコラボ。オリジナルアニメやプ

愛媛県 松山市

ジンザイ」や同市出身の推理作家
の高いコンテンツを制作し、シテ

に、手塚治虫氏の名作「火の鳥」

2018 - 2021

ことで密な連携が可能に。2021
年度より3か年継続しました。

PROMOTION ● BRANDING ● EVENT ● MOVIE ● MUSIC

通常対面で行う全国 300以上の
自治体が集合する移住＆地域お
こし協力隊募集の相談会をオン

一般社団法人

移住・交流推進機構
JOIN 移住・交流＆
地域おこしフェア2021
企画運営業務

ラインで開催。さらに並行して

YouTube Live でステージコンテ
ンツ（トークイベント）をライブ
配信したオンラインイベントを実
施しました。
● EVENT ● PR

イベントの告知用バナー

Pony Canyon Inc.

2020

2018

2017

2017

観光庁

文化庁

えびの市

えびの市

誘客多角化等のための魅力的な滞在
コンテンツ造成にむけた実証調査事業

平成 30 年度戦略的芸術文化創造
推進事業

アウトドアシティえびの
PR 動画・ホームページ制作業務

えびの市 PR 動画制作業務

業務提携をしている㈱日本旅行が事業事務局を務め、弊社は
広報事務局を担当。特設サイト制作、マスメディアへのアプ

キャンプ、トレッキング、ＳＵＰなど豊かな自然の中で楽し
めるアウトドアアクティビティを紹介。アウトドアの側面か
ら誘客を図る動画とランディングページを制作。

ップを開催。生徒たちのアイデアを基に、曽我部恵一
（サニー
デイ・サービス）
× Bose
（スチャダラパー）
の楽曲 MV 制作。

ローチ、プレスリリース配信等事業広報を担った。

東京バレエ団ブルメイステル版「白鳥の湖」の山口市民会館、
島根県芸術文化センター・グラントワ、倉吉未来中心の3都市
公演のプロモーションビデオ制作。

● EVENT ● WEB ● PR

● MOVIE

● MOVIE ● WEB ● PR

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● WORKSHOP

2021

防衛省
陸上自衛隊広報映像制作

国内における米陸軍との最大級の実動訓練である「オリエン
ト・シールド」
、そして30年ぶりに陸上自衛隊全部隊を対象と

2020
防衛省広報動画制作

百舌鳥・古市古墳群の首都圏広報事業

大町市 プロモーション動画制作業務

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録にむけた首都圏から
の情報発信で全国的な機運醸成を図る事業。日本史に関する
歌を手がける「レキシ」や池田貴史を応援大使に任命。

大町市と関わる市民の方や高校生が参加して制作した移住プ
ロモーション動画「MADE IN 信濃大町」を制作。豊かに暮ら
す移住者の模様や北アルプスの麓で暮らすことの魅力を撮影。

● CITYPROMOTIO ● CEREMONY

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● WORKSHOP

「自由で開かれたインド太平洋」ビジョンを踏まえた国内初と
なる日米仏共同訓練
（ARC21）
の広報動画の制作。

2021
令和 3 年度観閲式動画配信
及び編集等役務
コロナ禍で一般公開されなかった「令和3年度自衛隊記念日
観閲式」の動画配信と後日、未公開映像を含めたダイジェス

2020

大町市

大阪府

● MOVIE

陸上自衛隊

2016

防衛省

して行われた「陸上自衛隊演習」の広報動画を制作。
● MOVIE

アートディレクター光嶋崇を迎え、地元高校生にワークショ

2016

2020 - 2021

2019

安城市

忍野村

春日井市

健幸都市プロモーション映像制作業務

忍野村プロモーション動画制作発信支援業務

シティプロモーション推進業務

世界遺産「富士山」の構成資産である「忍野八海」や新たな観
光拠点として開発中の「二十曲峠」などを中心に四季折々の
景色、アクティビティ、グルメも盛り込んだ動画を制作。

PR 動画「これからはずっと、このまちで」の制作、市内外に
向けてインフルエンサー養成ワークショップ、メディア PR、
市民から写真を集めてフォトアートを制作。

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● WORKSHOP

「健幸
（ケンサチ）
」をテーマに、ゾンビ、歌、ダンスありのエン
ターテインメントムービー制作。主演は安城市出身・永井理子。
市民1,000名が撮影に参加した市民参加型動画。

ト映像の編集を行った。
● MOVIE

● MOVIE

2018

2016

2018

2017

神奈川県

伊丹市

葛飾区

比々多地区文化財散策ルートPR 事業

伊丹市シティプロモーション動画制作業務

日本遺産に登録されている霊峰・大山のふもとに位置する伊
勢原市比々多地区を PR する動画「いいな比々多」の制作と新
しい散策ルートの開発と案内サインを設置。

伊丹市を擬人化した伊丹さんとのお見合いに、最初は乗り気
ではなかった女性が、会話をしていくうちに魅力を感じ、も
しも伊丹さんと結婚したら？ と妄想するプロモーション動画。

葛飾柴又観光プロモーション
動画制作業務

神奈川歴史観光に係る
プロモーション等業務

東京都で初めて国の重要文化的景観に選定された、日本を代
表する下町のひとつ・葛飾柴又の文化的景観を、モデルがラ
ンウェイさながらに闊歩する動画を世界に向けて情報発信。

豊富な歴史文化資源を活用した周遊観光を推進すべく歴史観
光をテーマとした「レキタビ」動画を制作。
「横浜編」
、
「大磯・
小田原・箱根編」の2本を制作。

● MOVIE ● TOURISM

● MOVIE

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

● MOVIE

伊勢原市

2017 - 2018

2016

2016

2016

市原市

市原市

唐津市

観音寺市

シティプロモーション動画制作業務

南いちはら観光プロモーションビデオ
制作情報発信業務

肥前名護屋城歴史ツーリズム協議会
唐津小唄を保存する会

観音寺市アニメコンテンツ活用
地域活性化企画運営業務

全国の戦国武将が集結した幻の巨大都市･肥前名護屋城跡の
PR 動画制作と、北原白秋作詞の創作民謡「唐津小唄」復活事
業をサポート。

同市を舞台とするアニメ「結城友奈は勇者である」を活用した
地域活性化イベント企画、運営、関連商品の開発を実施。市内
各地へのキャラクター看板設置など「聖地巡礼」化を促す。

● MOVIE

● EVENT

2017 年「いちはらに暮らすということ」
、2018 年「LADY
LOVE LIFE 〜市原で見つけたわたしの LOVE 〜」の移住定
住促進動画とパンフレットを制作。
● MOVIE ● BOOKLET

Pony Canyon Inc.

「しあわせをシェアしよう」と題し、信太美月を主人公に、多
国籍な女子たちと４人で東京から市原市の里山・南いちはら
へ日帰り旅行をする様子を描いた映像。
● MOVIE ● PR

●CITYPROMOTIO

2020

2019

2016

2019

岐阜県

岐阜市

佐久市

品川区

清流の国ぎふ戦略広報委託業務

シティプロモーション映像制作業務

県の魅力
（観光・食・モノ）
、県独自の取組みや重点政策を、大

交流編「Amazing Gifu City」
、定住編「Homing Gifu City」を
制作。オリジナル楽曲は作詞作曲：太志、シンガー：青山テルマ、

佐久市地域「健康長寿」
プロモーション映像制作業務

魅力発信ワークショップの
施策案事業化業務

ラップ：KEN THE 390が参加。

医療教育機関、保険事業、医療体制が充実した「健康長寿」地
域としての魅力を PR する動画を制作、国内外に情報発信。

かつて品川の海で盛んだった海苔養殖「品川海苔」の歴史と
文化を PR する事業。PR 動画を制作、動画公開記者会見とワ
ークショップを実施。

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● EVENT ● WORKSHOP

都市圏メディア等を通じて県外に発信するで、県のイメージ
アップ・認知度向上を図り、誘客・県産品販売等を促進。
● CITYPROMOTIO

桐生市・足利市

2018/2020

「ヘリテージツーリズム」プロモーション
映像制作及び映像による情報発信業務

2019

熊本市

渋谷区

プロモーション動画制作業務

美味しい渋谷区プロジェクト（仮称）
事業推進業務

熊本地震より4年。復興に向かう熊本市の 今 を映像化。和
洋折衷の伝統楽器を奏でるバンド「竜馬四重奏」が「あんたが

2020

清水町シティプロモーション事業業務

年にはインバウンド向け動画を制作。桐生市出身の片桐舞子、
足利市出身の堀優衣がオリジナル楽曲「My Story」を歌唱。

たどこさ」をスタイリッシュにカバーして音楽を担当。

区の「食」の魅力を広く発信し、個性的な飲食店の増加を目指
すことで、区全体の魅力向上と地域活性化につなげていくプ

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

● MOVIE ● TOURISM ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

両市の日本遺産を中心に2018年にはショートアニメ、2020

2015

清水町
清水小学校の子どもたちが 清水町のいいところ を自分た
ちで映像を作って伝えようと奮闘する動画「知れば知るほど
住み続けたくなるまち編」を制作。定住促進をプロモーション。

ロジェクトを運営。企画・出演：小宮山雄飛
（ホフディラン）
。

2019

2018

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

2017

2019

甲府市

白河市

白子町

こうふ開府 500 年
プロモーション動画制作業務

戊辰戦争白河口の戦い
紹介映像制作業務

移住促進ガイドブック制作業務

区内外から江東区をテーマにした動画作品を募集、PR、HP、
事務局、授賞式などを運営。シビックプライドの醸成とシテ

開府500年という歴史的な節目を『こうふ開府500年』とし、
改めて甲府の歴史を見つめ継承するとともに「歴史物語都市

ィプロモーションを図る。

こうふ」の魅力を再発見する動画を制作。

戊辰戦争150年に「戊辰戦争白河口の戦い−激戦と慰霊−」
を制作。市内に残る歴史を紹介、観光誘客促進。ナレーション・
のオリジナル楽曲。
堺正幸、楽曲・野崎良太
（Jazztronik）

● CITYPROMOTIO ● CEREMONY ● SNS

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

江東区
江東区 PR 動画コンテスト
「熱いまちKOTO 動画アワード」運営業務

2016

古賀市
古賀市プロモーション動画作成業務

「こがプレゼンテーション」と題し、饒舌な TED スタイルで
PR する会社経営者向けの「企業誘致編」
、ファミリー層向け
の「移住促進編」
「定住促進編」の3本を制作。

埼玉県

2016 - 2019

白子町

埼玉県産ブランド農産物「狭山茶」
「梨」
「米」
「野菜」の魅力を
ラップと美しい映像にのせた PR 動画。
「埼玉ブランド、ブラ

ガイドブックとは思えないデザインを実現。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● BRANDING

2018

白子町 移住・定住促進プロモーション業務

埼玉ブランド農産物 PR用
映像等制作業務

白子町初の移住・定住促進ライフスタイルガイドブックを制作。
まるでアートブックのような、自治体が作成する従来の移住

「SHIRAKO Life Style」と題した市民参加のプロモーション
動画を KOHEI JAPAN による楽曲でミュージックビデオと
して制作。同時に WEB サイトリニューアルとロゴを作成。

2018

世田谷区
世田谷地域記録映像制作業務
50年後に遺したい世田谷の記録 をコンセプトに、改元を迎
える直前のまちの記録映像「春夏秋冬 FOUR SEASONS
〜 SETAGAYA DISTRICT 〜」を約40カ所、１年をかけて制作。

ンド」と、耳から離れないキャッチーなパンチライン。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● EVENT

2015 - 2016

● MOVIE ● BOOKLET

2019

● MOVIE

2018

2017 - 2020

佐賀県

相模原市

草加市

多治見市

佐賀を巡るアニメーション制作事業

The SAGA Continues

2020 東京オリンピック競技大会自転車
ロードレース競技の魅力発信映像制作業務

草加市制 60 周年記念事業企画運営業務

多治見市シティプロモーション動画制作
SNS 動画広告配信業務

佐賀県
（有田町、武雄市、佐賀市、唐津市）
を舞台に4本のアニ
メを制作。幕末佐賀の英雄 鍋島閑叟
（なべしまかんそう）
を
ラップで描いた The SAGA Continues は大きな話題に。

相模原市内の大会コースの観戦ポイントや観戦時のマナーを
紹介する動画を制作。2020東京大会自転車ロードレース代
表の與那嶺恵理選手、大人気 YouTuber 水溜りボンドを起用。

● MOVIE ● ANIME ● CITYPROMOTIO

Pony Canyon Inc.

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

市制60周年をきっかけとしたシビックプライド醸成、市外
PR の目的事業。記念式典は厳かな第一部と、つるの剛士、奥
華子のステージなど、エンターテインメント性の高い第二部
を企画運営。
● CEREMONY ● CITYPROMOTIO

多治見らしさ、魅力や特徴を、こども目線で伝えたストーリ
ー性ある動画を制作し、移住定住促進を図る。動画を活用し、
毎年 SNS 動画広告による継続的なプロモーションを実施。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

2016

2017 - 2020

千曲市

千葉県

千曲市観光パンフレット
制作事業業務

インターネット動画配信・ダンスコンテスト運営・
トイレクリーン動画制作業務

2018 - 2020

2016

練馬区

沼津市
首都圏向け広報・営業等業務委託

練馬アニメカーニバル2016 企画運営業務

当社六本木本社内に「沼津市観光プロモーション東京デスク」
を設置。首都圏メディア、旅行代理店、ロケ誘致のほか、現地

「アニメ・イチバンのまち 練馬区」を区内外に向け発信すべく、
イベント運営、文化振興を図る。声優トークイベントや「ドラ

地域内誘客促進、交流人口の増加を図るため、魅力的な観光

ドラマ「チーバくんを探せ！」制作・配信し、ドラマ楽曲を活

資源を取り上げたパンフレットを制作。スマホをかざすと動
画が再生する AR
（拡張現実）
機能が話題に。

用したダンスコンテストの運営、トイレクリーン促進動画
を制作。

でのメディア向けイベントも開催。

ゴンボール」上映会、
「プリキュア」のステージイベントを開催。

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● BOOKLET

● MOVIE ● EVENT ● SNS

● CITYPROMOTIO ● SNS

● EVENT ● CITYPROMOTIO

つくば市

2018

「世界のあしたが見えるまち。TSUKUBA 」
移住・定住促進を最終目的とした
プロモーション業務委託
イベント「つくばＶＡＮ泊2019」の企画運営実施と「TSUKU

BA TOMORROW LABO」の策定、デザイン。冊子、ラン
ディングページ制作。
● EVENT ● BOOKLET ● WEB

2017

津山市

円空路（ロード）
プロモーション事業業務

移住定住シティプロモーション
推進事業支援業務
「好きを仕事にできるまち」をテーマに、市内で活躍する市民
の姿を描いた動画と WEB サイト、ビジュアルデザインを制作。
によるオリジナル楽曲。
音楽は野崎良太
（Jazztronik）
● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● WEB

2019

長崎県

豊明市観光プロモーションビデオ制作業務
桶狭間の戦いの舞台となった同市。織田信長、今川義元など
戦国の世に生きた武将に思いを馳せながら、街角の史跡など

M-Swift（エム・スウィフト）
こと松下昇平が担当。

「長崎は、美味しい。」
食のPR 事業にかかる情報発信業務

福島県
会津地方振興局

2017- 2018/2020

「学べる磐梯山」総合型プロモーション企画
による情報発信業務

歴史探訪する動画を制作。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

地方発「小さな世界企業」
ドラマ制作業務

2020

長浜市

三島市

長浜市盆梅展映像制作

渋谷駅前屋外ビジョン
放映用動画制作業務委託

湖国に一足早い春の訪れを告げる新春の風物詩「第70回盆梅

2017

移住促進、観光交流人口の増加を図るため、渋谷駅前スクラ
ンブル交差点の大型ビジョン用動画を制作。音楽プロデュー
スは KOHEI JAPAN。小学生のラップ歌唱が話題に。

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

● MOVIE

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

名古屋市西区
「ナゴヤおモしろード」
（名古屋駅・名古屋城街道）
プロモーション映像制作業務
名古屋市の玄関口である名古屋駅から代表的な観光地・名古
屋城までの観光ルート「ナゴヤおモしろード」のプロモーシ
ョン映像を制作。県内出身の人気声優 鬼頭明里を起用。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

Pony Canyon Inc.

鳴門市・南あわじ市
ASAサイクリングツーリズム推進事業
動画制作等業務
3年連続で ASA サイクリングコース周知のため、短編動画を
制作・宣伝。主演は山下リオ。予告編動画が YouTube 100万
視聴超え。スポーツ新聞や大手メディアの情報掲出も実施。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO

第1弾「なかなかのまち藤井寺」
、第2弾「古墳 de ピクニック」
動画を制作。Instagram を活用したキャンペーン、ワークシ
ョップ運営、大阪市内でのプロモーションを実施。

2017

三原市
瀬戸内三原築城 450 年事業
観光プロモーション映像制作業務

展」の模様を映像化。300鉢を超える鉢の中から90鉢が純和
風の座敷にずらりと並んだ映像は圧巻。

2017 - 2019

シティプロモーション推進業務

● MOVIE ● CITYPROMOTIO ● SNS

地方自治体発、世界に誇れる地元中小企業を舞台にした
YouTube ドラマを制作。出演、剛力彩芽、菅谷哲也、服部真湖、
津田寛治ほか。都市部の若者の U ターン、I ターンを促進。

2020

2018 - 2019

藤井寺市

会津磐梯山エリアの教育旅行の再興を目指すための動画制作
及びパンフレット制作と情報発信を実施。地元の高校生から
地域資源の魅力を発信できるよう SNS マナー講座も開講。

長野県

浜松出身のソーシャルメディアクリエーター三海郁弥を起用。
「やらまいか精神」で世界に羽ばたいた浜松出身の偉人たちの
足跡をたどりながら市の魅力を描く広報動画を制作。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO

作家・柏井壽氏による雑誌「Discover Japan」取材・誌面掲載、
エッセイスト・松浦弥太郎氏監修のレシピ考察・動画を制作。

2015

2020

浜松市
令和 2 年度広報動画制作業務

映像、ポスターにより観光資源等の再認識を図り、連携自治
体間の交流人口増加を図る動画を制作。音楽プロデュースは、

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

2017

豊明市

2017

羽島市

観光資源を県外に向けて認知向上及び誘客層促進させる動画
「浮城は知っとる - 食 - 編」
「母と息子のふたり旅 編」を制作。
ナレーションは福井謙二、オリジナル楽曲は bird が参加。
● MOVIE ● CITYPROMOTIO

2019

IYPT 2019 JAPAN

クラーク記念国際高等学校
秋葉原 IT キャンパス

2020

IYP2019 国際周期表年閉会式演出

高校の文化祭のオンライン化

東京プリンスホテルで開催した、ユネスコ認定の国際周期表
年閉会式の演出を担当。MC はアナウンサーのレイチェル・
チャンが全編英語で進行。

イト上でオンライン開催。発表された作品「ことば」は、生徒
考案のストーリーを、中村航氏監修のもと原作・脚本化。

● CEREMONY ● EVENT ● MOVIE

● EVENT ● WEB

秋葉原 IT キャンパスが例年行っている芸術祭を特設 WEB サ

公益財団法人
大田区産業振興協会
大田の工匠

2019

2018 - 2019

さいたま観光国際協会

技術・技能継承展 運営業務

日本を代表する小さな町工場が集う大田区のものづくりを
PR すべく、展示会を運営。こどもの来場を促すためにウルト
ラマンを稼働したイベント、ものづくり体験イベントなども

プロモーション映像・リーフレット制作業務
埼玉県さいたま市の観光プロモーション事業。プロモーショ
ン映像は海外向けに制作、リーフレットは国内向けに秋冬、
春夏の2号制作、市内観光施設で配布。

実施。
● EVENT

エンターテインメントのちから × 自治体・地域団体
Movie

Notice

Event

Sound

映像制作

告知物制作

イベント企画運営

音源制作

Book

Branding

Inbound Business

Digital Marketing

書籍制作

ブランディング

インバウンド事業

デジタルマーケティング

● MOVIE ● BOOKLET

2018

2019

埼玉県物産観光協会

佐世保玉屋

酒蔵ツーリズムプロモーション映像制作業務

ブランディング事業

実際のモニターツアーに同行し PR 動画を制作。日本酒生産

長崎県の老舗百貨店「佐世保玉屋」
。同社ブランディング事業

量が全国第4位の多さや理由、魅力を利き酒師や作り手の言
葉から紡ぎ、日帰りで気軽に楽しめる酒蔵ツーリズムを PR。
● MOVIE

として人気落語家を招いた落語イベントを実施。

● BRANDING ● EVENT

2019

神姫バス

2019

私たちは地域活性化プロモーションのあらゆるニーズにお応えします。

墨田区観光協会

特別仕様バス「 YUI 」プロモーション映像制作
ラグジュアリーな設えの特別仕様バス「YUI PRIMA」の魅力
を発信するための映像を制作。主に北海道の美瑛でドローン

プロモーション動画制作
「すみだ千客万来」とし、東京スカイツリーだけではない、本
物の文化を体験できる、すみだのまちなかの魅力動画を通じ

での空撮を実施。

て PR。世界で活躍中の竜馬四重奏がオリジナル楽曲を提供。

● BRANDING ● MOVIE ● PR

● MOVIE ● CITYPROMOTIO

2019

世田谷区産業振興公社
オリンピックパラリンピック映像
「せたがやレガシー」動画制作業務

東京観光財団

創業56年の「総合エンターテインメント企業」
エンタメ業界唯一の地方活性化事業専門部署
2019 - 2020

2020 年イベント開催支援事務局
及び広報業務

2020東京オリンピック競技大会アメリカのホストタウンで
ある世田谷区。同区在住の1964東京大会関係者が未来に遺
すレガシーを語る動画を制作。
● MOVIE

56 年間で培ったコンテンツ制作・宣伝ノウハウをフル活用して
地域の魅力を伝えるお手伝いをします！
音楽・映像・映画・アニメ・イベント制作等、エンターテインメントのあらゆるフィールドで常に新たな才能とめぐり

2020年東京に賑わいを創出するためのイベント開催支援事業。
「ウィルカム Tokyo サポーター」には小宮山雄飛、三森すずこ、
レイチェル・チャン、信太美月の4名が就任。
● TOURISM ● EVENT ● PR

合い、磨き上げ、新たな感動を送り届けることは、創業56年を迎える弊社の使命と感じています。そんな弊社はその
ノウハウを活用し、地域の魅力とめぐり合い、地域の皆様と共に磨き上げ、感動を生み出し、伝えて行くことに大きな
喜びを覚えています。もっと多様な場面で地域のお役に立てるよう、様々な企業との協業体制も構築しています。

企画・制作・宣伝までワンストップの体制で実施し事業効果を倍増
弊社は広告代理店ではありません。企画立案から現地取材、プレゼンテーションから打合せ、制作、そしてプロモーシ

2019

道後商店街振興組合(他)
「道後 REBORN×火の鳥」
キャラクター商品開発
道後 REBORN プロジェクトから派生。道後商店街組合の各
店舗や酒造メーカー、旅館等の「火の鳥」の IP
（知的財産）
を活

2019

日本旅行
企業プロモーション映像制作
創業115年を記念し、ツアー販売だけではなく事業領域を広
げる日本旅行の新たなイメージを印象づける、爽やかなブラ
ンド・ムービーを制作。

用した土産品の開発、プロデュース等、版権利用を事業化。
● PR

Pony Canyon Inc.

● BRANDING ● MOVIE ● PR

ョンまでプロジェクトチームを編成し事業を進めます。担当者が親身に向き合い、また、多くの下請け企業が入ること
による冗費を減らし、事業の費用対効果を高めます。

こんな時もぜひご相談ください！独自のノウハウですぐ解決
「今以上にもっとデジタル・マーケティングを推進したい」
「オンラインイベントをやりたいがノウハウがない」
「ブラ
ンディング認知度を高めるためのマーケティング活動を積極的に行いたい」
「インバウンドをはじめとする関係・交流
人口をさらに増やしたい」
「PR 動画、ホームページ、SNS のアクセスを伸ばしたい」など皆様がお持ちの様々なお悩
みに関して、各分野におけるプロの専任スタッフが対応。弊社のコンテンツ制作や企画運営力、YouTube 公式チャン
ネル、SNS、ニュース配信などの強力な広報インフラを活用し、問題を確実に解決してまいります。

様々な組織と業務提携しています。

PONY CANYON エリアアライアンス部

株式会社日本旅行
（JR 西日本グループ）

新たな価値の創出
エンターテイメントの力で
地域を、ニッポンを
元気に！
10名の地方創生専任部署（映
像制作、アニメ制作、音楽制
作、宣伝広報等のプロ集団）
を有し、2015年の組成以降、

250を超える自治体事業の実
績がございます。

株式会社アッシュ
映像制作を軸として企業や自治体のブランデ

観光、インバウンド等地方創生事業に注力す
る大手旅行会社日本旅行と業務提携。

ロモーション力を活用・補完し合い、業務活
動領域を広げる。

公式アカウントチャンネル

YouTube

ＯＫＢ大垣共立銀行

YouTube 公式チャンネル

会員数約60万人
4億視聴/月

弊社公式
HP・ニュースサイト

ニュース配信

府省庁
自治体
法人

公式ホームページ

月刊平均

8,000,000PV

約600メディア
年間2,000以上
配信

両社の有するノウハウや人脈、販売網、イン
フラなどを活用・補完し合うことにより、地

株式会社西日本新聞メディアラボ

域課題に対する両社のソリューション力を高
めることを目的とし、特に「エンターテイン

九州最大のブロック紙、西日本新聞社グルー
プのデジタル事業会社。確かなコンテンツ制

メント」の見地から、コンテンツ企画制作、
広報宣伝活動などにおける地方創生の加速を

作・ＰＲ発信力を持つ事業パートナー。

目指す。

一般社団法人
移住・交流推進機構

株式会社昭文社
「まっぷる」
「ことりっぷ」などの観光誘客力
のあるブランドを活かしたメディア事業を行
う出版社。業務提携により双方のノウハウを
かけあわせ、地方創生事業、観光誘客事業に

弊社公式アカウント

おいて業務活動領域を広げる。

Facebook Twitter
関連SNSフォロワー数
合計150,000人以上

所在地
（本社）
／〒106-8487 東京都港区
六本木1-5-17
設立年月日／1966年10月1日
資本金／1億円
事業内容／音楽、
教養、
文芸、
スポーツ、
映画、
娯 楽など各 種 パッケージソフト
（CD、DVD等）ゲームソフト、
デジ
タルコンテンツ、書籍の企画、制
作、販売、映画配給、コンサート・
イベント企画制作、
自治体協業
主たる株主／株式会社フジ・メディア・
ホールディングス
従業員数／450名
販売営業所／東京、大阪

関連会社
株式会社 ポニーキャニオンエンタープライズ
株式会社 ポニーキャニオンプランニング
株式会社 ポニーキャニオンアーティスツ
株式会社 ポニーキャニオン音楽出版
株式会社 スタイリズム
株式会社ドリームスタジオ

PONYCANYON KOREA INC.
PONYCANYON USA INC.
株式会社 PCI MUSIC
株式会社 フジ・メディア・ホールディングス
株式会社 フジテレビジョン
株式会社 産業経済新聞社
株式会社 ニッポン放送
株式会社 フジパシフィックミュージック
メモリーテック 株式会社

株式会社ナイトレイ
ロケーションビッグデータ解析技術を活用し
た地域活性化支援サービスを行う事業会社。

会社役員
吉村 隆
井上 信悟
専務取締役 古川 陽子
常務取締役 小林 一樹
常務取締役 深町 徳子
取締役 村松 克也
取締役 大熊 一成

化のために特別法人会員として連携。

株式会社 CAMPFIRE
する事業の企画・開発・運営する株式会社
CAMPFIRE と業務提携。

株式会社ビーアット
BEAMS 初の合弁会社。同社の目利き力、カ
ルチャー創造力を地域活性化に活用すべく
2022年業務提携。

経営本部 エリアアライアンス部
村多 正俊 部長
黒澤 格
有江 潔
小笠原 裕樹
内海 智
平島 綾
谷口 晶郎
矢萩 久登
小島 大知
豊田 裕子
一般社団法人
移住・交流推進機構 JOIN
総括参事 清水 隆浩

都市から地方への移住、都市と農山漁村地域
の交流を推進する一般社団法人。地域の活性

購入型クラウドファンディング事業、融資型
クラウドファンディング事業、それらに付帯

業務提携により事業の効果検証精度を飛躍的
に高め、地域活性化の加速化を図る。

株式会社ポニーキャニオン

ィング、広告、PR 等を行う事業会社。業務
提携により双方の有するコンテンツ制作、プ

自治体の首都圏PR事務局を設置しています。

桑名ブランド首都圏
パブリックリレーションズ業務

静岡県沼津市観光プロモーション
東京デスク業務

「桑名市東京 PR 事務局」を弊社内に設置。
首都圏におけるパブリックリレーションズ
業務を実施。

「沼津市観光プロモーション 東京デスク」
を弊社内に設置。メディア・旅行代理店・
映像制作会社への情報提供等首都圏関係者
への PR を実施。

長野県千曲市
パブリックリレーションズ業務
「千曲市プロモーション 東京事務局」を弊
社内に設置。首都圏におけるパブリックリ
レーションズ業務を実施。

代表取締役社長
取締役副社長

Pony Canyon Inc.

自治体と包括連携協定を締結しています
※ 2022 年 4 月現在

長野県千曲市 岐阜県大垣市 佐賀県有田町においては地域活性化、シ
ティプロモーション、観光、および移住定住等に関する包括連携協定を
締結し、ソリューションを提供、サポート。

Pony Canyon Inc.

ポニーキャニオン

FUSOSHA Publishing Inc.

扶桑社

エンターテインメントで地域を、
ニッポンを元気に

が知られていなかったので、
「なぜポニーキャニオンが？」
みたいなことをよく言われました。

エンターテインメント業界で唯一、国や自治体の案件を専門に請け負う

四方田 私たちも最初は手探り状態でした。当時、村多

エリアアライアンス部を有するポニーキャニオンと、

さんにお話を伺い、事業内容の幅広さに衝撃を受けたの

雑誌や WEB 媒体を活用しながら積極的に地域活性化事業を手がける扶桑社。

を覚えています。グループ会社に最先端でノウハウがし

日本最大級のメディア集団、フジサンケイグループの2社がタッグを組むことで実現できる地域創生とは？

2社の対談を通してお伝えします

っかりあるポニーキャニオンのような企業があり、そこ
に相談に行ける環境だったのが心強かったですし、お話

扶桑社 四方田貢未子

を伺ってもっと地域創生という事業が好きになりました。

ESSE編集部／カラふる編集部

コンテンツ力と発信力。
2社が組むことでより効果的な事業に

佐々木 ポニーキャニオンはフジサンケイグループのな
かでも、いち早く地域創生事業に着手されましたよね。

広告代理店でのメディア業務を経て、扶桑社入社。地方創生プロ
ジェクトには2018年の発足当初より参加。その後、広告部、

SPA! 編集部などを経て、現在は ESSE 編集部にて『ESSE online』
を中心に、
『カラふる』の編集も行っている

村多 はい。レコード会社としてスタートした弊社は、

村多 扶桑社の強みはメディアをもっていることと編集

総合エンターテインメント企業として音楽からアニメ、

メソッドがあるということ。地域活性化に対しての専門

映像、イベントまで幅広い事業展開を行ってきました。

メディアもあるし、それぞれがしっかり読者やユニーク

佐々木 逆に私たちからすると、ポニーキャニオンの映

そのノウハウやリソース、ネットワークを地域活性化に

ユーザーを抱えている。やっぱりメディアをもっている、

像や音楽、アニメなど、コンテンツ制作のソリューショ

活用できないか…ということで2015年に事業ローンチ、

ってことはすごいなと思います。

ンがうらやましいですね。

2017年に創部にいたりました。

四方田 「どうやったら雑誌や WEB に載せてくれるん

村多 コンテンツ制作とプロモーション、さらにイベン

ですか」という質問をよく自治体さんから受けますが、

トもコンテンツのひとつですが、オンラインとリアル、

それって今まで、私たちが待っていたからなんですよね。

いずれも実施できるソリューションを有しているところ

ポニーキャニオン 村多正俊

もっと自分たちの方から積極的に動かないといけないと

が弊社の強みでしょうか。我々は企画立案から制作、イ

エリアアライアンス部 部長／
三重県桑名市東京PR事務局 局長／
静岡県沼津市観光プロモーション東京デスクリーダー／
理事
移住・交流推進機構
（JOIN）

思いましたし、
「なにかあったら気軽に言ってください」

ベントの運営となんでもできますが、媒体をもっていま

といえる関係が自治体さんと築けるようになったのは、

せん。だからこそ、コンテンツ制作とプロモーションは

やっぱり弊社の場合は媒体があるから。その強みは大切

ポニーキャニオン、メディアとしての発信力、編集力は

にしていきたいです。

扶桑社とお互いを補完すると、それぞれが単独で事業実

雑誌や音楽の力で、
地域をもっと活性化させたい
四方田 扶桑社は2018年に地方創生プロジェクトを発
足させたのがスタートです。ESSE や SPA! などさまざ
まな全国誌を抱えていながら、当時はなかなか地方の読
者とコミュニケーションをとる場がなく、どうしても情

音楽制作、レーベル運営、アーティストプロモーション、イベン
ト・映像制作を長年主導した経験をもとに、2015年地域活性化

施するよりも確実に精度は上がると思うんです。

事業をローンチ、2017年より現職。地域プロモーションや SDGs
に関する講演・講義なども積極的に行っている

佐々木 それぞれがノウハウを囲い込むのではなく、お
互いの強みを生かしながら事業を進めることで費用対効
果も高まるし、より地域の希望に寄りそうことができそ

報発信が首都圏だけになってしまうところがあって。雑

うです。

誌の力でもっと地域とのつながりを深くしたい、もっと

平島 扶桑社とポニーキャニオンが組むことで、しっか

地域を盛り上げたいと思ったのがきっかけです。

りと効果のある事業ができたらいいなと思います。私た

村多 たとえば、私が長く籍をおいた音楽に関して言わ

ちの仕事って、ひとつひとつ積み上げていく非常に地味

せていただくと、アーティストたちの地域への思いは本

な仕事で、一歩間違えると信頼を一気に失う。それをち

当に強いんです。自分たちの力でその地域に人が集まり

ゃんと理解し合えるパートナーが増えたということは、

元気になるっていうのはミュージシャン冥利につきる、

非常に心強いです。

と多くのアーティストたちが言っています。
「フェスが
扶桑社 佐々木智子
事業開発局 担当局長／カラふる編集室 室長

情報誌や週刊誌など、扶桑社の各種媒体の編集を担当。ファッシ
ョン誌や生活情報誌『ESSE』の編集長を務めたのち、地域活性
化事業に着手。現在は2020年に新設された事業開発局とカラふ
る編集室にて地域活性化事業を積極的に担う

行われる3日間で実施自治体や地域が潤う」と、地元の
方が感謝されていると聞いて、エンターテインメントの
力ってすごいな、と。
平島 今でこそ、いろいろお声がけをいただいています
けど、当初は私たちが地域活性化の仕事をしていること

佐々木 お互いのリソースを最大限活用しながらも、そ
ポニーキャニオン 平島 綾

れ以上のプラスαの要素をどれだけ積み上げることがで

エリアアライアンス部 プロデューサー

きるか。それが、私たちが目指す地域活性化事業だと思

中国・香港向け広告会社にて自治体や観光事業者を対象としたイ
ンバウンド事業に従事したのち、ポニーキャニオンに入社。地域
活性化事業のほか、内閣府、厚生労働省、独立行政法人国際交流
基金等の事業を担当した

っています。そこを一緒にやっていければ。
村多 この連携はさらに進化し、深化するはず。我々の
タッグに期待していただきたいですね。

地域 創生

つ な が る ︑つ な げ る

FUSOSHA
Publishing Inc.

2022 Collection of Works

8

6

2019

ESSE ふるさとグランプリ

|

2021

7

ESSE ふるさとグランプリ表彰式の様子

毎年恒例！生活情報誌『ESSE』の読者インフルエンサーや著名人が
ふるさと納税に関する自治体の取り組みや返礼品の魅力を審査。
グランプリはじめ各賞を決定＆PRする人気企画
6.『ESSE』2020年1月号。グランプリは北海道白糠町
7. 同 2021年1月号。グランプリは静岡県焼津市
8. 同 2022年1月号。グランプリは北海道紋別市

老舗料亭『一の家』にインフルエンサーを集め、自治体に

1

よるふるさと納税のプレゼンテーションと返礼品の試食会
を実施。生産者のこだわりや返礼品のおいしさ、自治体の
魅力などを評価し、結果を『ESSE』や WEB 媒体で発表

肉部門金賞1位・山形県山形市（2021年）

受賞ロゴ
使用例

するほか、インフルエンサーの SNS でも返礼品の魅力を
拡散。2019年は12自治体、2020年は17自治体、2021年
は24自治体が参加しました。

3

米・麺部門金賞1位・福井県越前市

4

5

全 国の
ふるさ と 納 税
応援事業

2
『毎日新聞北海道版』など各地の新聞や、NHK『おはよう日
本』
『ほっとニュース北海道』でも審査会の様子や反響を紹
介いただきました

1. ふるさとグランプリのロゴ 2. 料亭『一の家』 3. 2019年の審査会 4. 2021年の審査会 5. 試食の皿は『一
の家』が懐石料理風に調理

●

EVENT ● PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS

FUSOSHA Publishing Inc.

2020

2021

岡山県

|

2021

多彩な恵みにあふれた町を「惑星コトウラ」と表現。笠原

3

氏が産地を訪問し、レシピを考案する様子などを雑誌
『天然生活』
『haru_mi』
、WEB『ESSEonline』
『天
『ESSE』
『カラふる』や『ふるさとチョイス』特設ペ
然生活 Web』
ージなどで紹介したほか、情報番組『ノンストップ！』の
笠原氏料理コーナー用に CM を制作しオンエア。考案レシ
ピの試食会や、レシピと産地の魅力をまとめたブックレッ
トの制作など、多角的に PR しました。

こと う ら﹁ 食 ﹂の
魅 力 発 信 プロジェクト

人気料理人・笠原将弘氏を起用。各種雑誌やWEB媒体を駆使し
産地取材や四季のレシピ考案、リアルイベントの実施など、
一年をとおして琴浦町の豊かな食の魅力を全国にPR

マーケティング＆ PR を行った県産品5品

アンテナショップを活用し、岡山県産品のマーケティング調査・分析。
さらに、WEB媒体でのプロモーションやSNSでの魅力発信により、
県産品の認知向上と販売促進をサポート
生活情報誌『ESSE』の読者インフルエンサー300人への
アンケート調査や、そこから選別した「岡山県産品アンバ
サダー」10名による座談会などで商品の課題をあぶりだし、
売りのばす方法などを提案。課題を補強する POP を作成
し、都内アンテナショップ『とっとり・おかやま新橋館』
で テ ス ト 販 売 も 実 施。県 産 品 の 魅 力 を WEB 媒 体
『カラふる』で紹介したほか、インフルエ
『ESSEonline』
ンサーの SNS でも拡散しました。

1

4

5

2

3

6

7

4

5

3.「惑星コトウラ」のロゴ 4.『賛否両論』店主・笠原将弘氏 5. 琴浦町の魅力やレシピを紹介するイベント 6.
笠原氏の料理コーナーでオンエアしたインフォマーシャル 7. 大山ルビー豚のレシピは町内の小中学校の給
食メニューにも採用
●

PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS ● EVENT ● DEVELOP ● BOOKLET

1. テスト販売用に作成した POP
で約1か月間、テスト販売を実施

●

2.3. アンバサダー10人による座談会

おかやまマーケーティング＆
プロモーション事 業

2

琴浦町

鳥取県

1
1. 笠原将弘氏による白ネギの産地訪問
2. 惑星コトウラ×笠原将弘 四季の絶品レシピ』ブックレット（2021）

4.5.『とっとり・おかやま新橋館』

MARKETING ● WORKSHOP ● PR ● WEBSITE ● SNS

FUSOSHA Publishing Inc.

1. 『ESSE』2020年10月号
2. 同2021年4月号
3. 同2021年11月号

2

2020

2019

1

|

|

2021

2021

『焼津愛、深まる YAIZU BOOK』ブックレット
（2020）

「星空舞」
「梨」
「鳥取和牛」といった鳥取県ならでは
の食材の魅力をおいしい食べ方やオリジナルレシピ考
案などで表現し、生活情報誌『ESSE』と WEB 媒体
『ESSEonline』で紹介。ESSE の読者インフルエン
サーを集めての試食イベントやサンプリング＆モニタ

『オテル・ドゥ・ミクニ』のオーナーシェフ・三國清三氏を起用。
生活情報誌『ESSE』やふるさとニュースマガジン『カラふる』、
ガイドブックなどで焼津市の食の魅力を訴求
フレンチの巨匠、三國シェフが焼津市の食材を活用したフ
ルコース料理を考案し、ふるまうイベント「オテル・ドゥ・
焼津」を企画。
『ESSE』や『ESSEonline』で告知するも、
新型コロナウイルスの感染拡大により中止に。代わりに、
焼津の食材を使って自宅で手軽につくれるレシピを考案し、

ー企画で SNS 拡散を行ったほか、考案レシピをアン

『ESSE』と ガ イ ド ブ ッ ク『焼 津 愛、深 ま る YAIZU

テナショップ『とっとり・おかやま新橋館』のレスト

BOOK』で紹介。WEB 媒体『カラふる』では、ふるさと
納税の返礼品「ミナミマグロ」の魅力を訴求しました。

ランで提供するなど、集客にも尽力しました。

2
5

7

3

6

8

4.「星空舞」を PR 5.6.『とっとり・おかやま新橋館』で行った試食イベントの様子 7.8. ESSE が考案した梨メ
ニューを『とっとり・おかやま新橋館』のレストランで提供

●

1

ふるさ と 納 税 プロモーション委 託 業 務

4

県 産 品 プロモーション

雑誌やWEB媒体、読者インフルエンサーのSNSを活用し、
鳥取県のイメージや県産品の認知向上＆魅力をPRするとともに
都内アンテナショップへの集客をサポート

焼津市

静岡県

鳥取県

3

PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS ● EVENT ● DEVELOP

1.「ミナミマグロ」の魅力を訴求 2. イベント「オテル・ドゥ・焼津」の告知ページ 3.『カラふる』の記事

●

PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● EVENT ● DEVELOP ● BOOKLET

FUSOSHA Publishing Inc.

2018

2020

岡山県

移住定住推進業務

おかやまマーケティング・ラボ事業

人気インフルエンサー・マルサイ氏の佐賀暮らし体験を
『ESSE』と『ESSEonline』で紹介。掲載誌の発売に合わせ、
佐賀移住サポートデスクのあるビル内の書店
（東京・三省堂有

2021

楽町店、福岡・紀伊国屋書店天神店）
でプロモーションも展開。

インフルエンサーを活用し、岡山県産品のマーケティング調
査・分析と、コロナ禍におけるアンテナショップ『とっとり・
おかやま新橋館』の魅力向上策を提案。雑誌や WEB 媒体で
県産品の PR も展開。

● PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS

● MARKETING ● WORKSHOP ● PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS

2018

2019 - 2020

埼玉県

岡山県

移住促進 PR 業務

岡山県首都圏県産品プロモーション事業

埼玉県初の移住促進プロモーションを実施。キャンペーンポ
スターや PR 動画、リーフレットを制作し、首都圏の駅や電車
内動画 CM で展開したほか、
『週刊 SPA!』や『ESSE』などの

白桃をはじめ、デニムや備前焼、雄町の酒などの県産品の試
食イベントやセミナー、試着会をアンテナショップで実施。

雑誌や WEB 媒体でも PR。

各種雑誌や WEB 媒体、YouTube、インフォマーシャル等で
PR したほか、読者インフルエンサーの SNS でも拡散。

● PR ● MOVIE ● MAGAZINE ● WEBSITE ● BOOKLET

● PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS ● EVENT ● MOVIE

着地型体験事業及び情報発信業務

熊野化粧筆 PR 業務

JTB 松本支店と協業。住宅専門誌『住まいの設計』とその
WEB サイトにて、下諏訪町の移住定住の取り組みや JTB に
よるリノベーションツアーを紹介し、PR 記事を展開。
● PR ● MAGAZINE ● WEBSITE

ひのきの暮らし道具とその職人をとおして、安心・安全を
重視した優れた県産品に認定された「プレミア和歌山」の

人気ヘア＆メイクアップアーティスト・山本浩未氏を起用。
広島の特産品「熊野化粧筆」を活用したメイクアップ講座を、
で開催。その様子を『ESSE』
『ひろしまブランドショップ TAU』
『カラふる』などで紹介。
や『ESSEonline』
● PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS ● EVENT

2018

和歌山県ならではの優れた県産品「プレミア和歌山」と
「わかやま しごと・暮らし体験」キャンペーンを
雑誌『天然生活』とそのWEBサイトでPR

2019

商品の魅力を、また、農業に従事する若い移住者をとおし
て、和歌山での仕事や暮らし、観光情報などを紹介。雑誌
『天然生活』とその WEB サイトやインスタグラムで PR す
ることで、丁寧でナチュラルな暮らしを求める読者に訴求
しました。

2

愛媛県松山市

茨城県境町
ふるさと納税返礼品写真撮影業務
雑誌編集で培った技術を最大限に活用し、ふるさと納税の
WEB サイトやパンフレット用に返礼品の撮影業務を受託。
各返礼品のキャッチコピーなども提案。

「俳句甲子園ドキュメントDVDブック」
制作業務
愛媛県松山市で行われる高校生の「俳句甲子園」に密着し、
俳句をとおして成長する高校生たちの姿を紹介するドキュメ
ント DVD ブックを制作。

● PRODUCTION ● PR ● WEBSITE

東武鉄道

● MOVIE ● PR ● WEBSITE

2006 - 2019

情報誌「 TOBUMARCO 」制作業務

1

プレミア和 歌 山 タイアップ 記 事 制 作・掲 載 業 務

広島県

『天然生活』2022年5月号

和 歌 山 県 観 光 連 盟﹁ 観 光 情 報 ﹂発 信 業 務

2019

2018

長野県下諏訪町

和歌山県

佐賀県

2019

鳥取県日南町
『日南 X 』
×日南町応援プロジェクト

トレンドと時季ごとの旬の情報が満載の東武鉄道の情報誌（フ
リーペーパー）を制作。浅草や日光、鬼怒川などの観光地だ
けでなく、沿線の街情報を一般誌のクオリティで紹介。

鳥取県の作家・松本薫氏のミステリー小説『日南 X』の発売
に合わせ、有隣堂横浜西口店や三省堂書店有楽町店でフェア
を行ったほか、
『ESSEonline』で舞台となった日南町の魅
力を紹介。

● BOOKLET

● PR ● WEBSITE

1. 『天然生活 WEB』 2. 『天然生活』2022年2月号

●

PR ● MAGAZINE ● WEBSITE ● SNS

FUSOSHA Publishing Inc.

商品開発＆アドバイス事業

新書「驚きの地方創生」シリーズ
2022

2019

2020 - 2021

木のまち・吉野の再生力

倉吉市 × サンパック
鳥取県のソウルフードとして知られる「素ラー
メン」と、同市出身・谷口ジロー氏の漫画『孤
独のグルメ』のコラボ商品（パッケージ）をメ
ーカーとともに開発。

みんなでつくる “ 暮らし日本一 ”

奈良県吉野をテーマに

暮らし日本一 をコ

した文学、歴史書、観

ンセプトに、
「鳥取県

光ガイドを踏まえなが

×日本財団共同プロジ

ら、現在の吉野の取り

ェクト」が成し遂げた

組みをさまざまな視点

事業の全貌を紹介。

から解説。

2018 - 2019

福井市 × 明林繊維
繊維メーカーとともに、快眠素材キュプラ
を使ったパジャマ「ドリーミン」を開発。

2018
限界集落が超☆元気になった理由

マーケティング展開のアドバイスも行う。

2018

2018

大分市 × 太田旗店

鳥栖市 × 種商

刺し子をメインにした生地の染色・縫製・製品

栄養価の高い雑穀米商品「25穀米」を穀

製造メーカーとともに、マザーズバッグを開発。

物メーカーとともに開発。商品コンセプト

タレントへのサンプリングや雑誌掲載など、

のほか、パッケージデザインもアドバイス。

PR も実施。

2016 - 2018

2019

限 界 集 落 を「水 源 の

総務省や経済産業省が

里」と呼び変えて、元

地方をけん引する企業

気を取り戻した綾部市。

として注目する綾部市

なぜ、この施策が成功

の日東精工。その活動

したのか？ 徹底取材

には地方創生のヒント

＆分析。

がいっぱい。

2016
2018 - 2019

絆経営で目指す新しい地方創生

2017

京都・あやべスタイル

日本遺産・させぼの底力

地方創生の最先端をい

なぜ「ジャパネットた

く綾部市。自治体が、

かた」は本社を佐世保

墨田区 × 北原商事

広島市 × ヤマトフーズ

企業が、コミュニティ

におき続けたのか？

下着メーカーとともに女性用ラン

食品の企画販売メーカーとともに特産

が、人が支えあう好循

佐世保市が 財産

ジェリーの新ブランド「Jaconne

品のレモンを活用した「毎日レモン＆

環が実現している街の

を抱くに至った経緯と

Beauty（ジャコンヌビューティ）
」
を発足。WEB サイトのアドバイ
スや PR も行う。

リンゴ酢」を開発。アンテナショップ

ヒントを紹介。

展望を解説。

『TAU』の常備アイテムとして定着す
るほどの人気商品に。

FUSOSHA Publishing Inc.

扶桑社はフジサンケイグループの
総合出版社です!
生活情報誌やモード誌、皇室情報誌など、特色ある週刊誌・月刊誌・季刊誌などの雑誌をはじめ、
多彩な書籍・ムックを数多く発行。幅広い層の読者から支持を集めています

ESSE

天然生活

エッセ

ナチュラルな暮らしを楽しみ、毎日を丁寧に

1981年の創刊以来40年以上にわたり、生活
情報誌のトップブランドとして存在する月刊
誌。暮らしにまつわる情報はもちろん、幅広
いテーマのなかから、30〜40代の女性が気
になる旬の情報が満載！ 信頼性の高い誌面
づくりを目指しています。

生きる女性に愛される雑誌。自分らしくおし
ゃれに、自然体で日常を楽しむための情報を
紹介しています。
■ 月刊（毎月20日発売）
■ 発行部数

7万部

■ 月刊（毎月2日発売）
■ 印刷部数

27万1667部

（マガジンデータ2021年10〜12月）

天然生活 Web

■ 販売部数

16万692部

（ABC 公査部数2021年1〜6月平均）

天然生活の公式サイト。暮らしの知恵やレシ
ピなどの記事を日々配信。公式インスタグラ
ムでは、フォロワー（16.3万人）からのコ
メントも多く、ファンとのコミュニケーショ
ンの場としても人気です。
■ https://tennenseikatsu.jp
■ 月間 PV 数

180万 PV ／70万 UU

ESSEonline

エッセオンライン

料理レシピやトレンド情報など、女性の共感を呼ぶ

天然生活
ONLINE SHOP
『天然生活』がセレクトする上質なこだわり
商品を販売するオンラインショップ。地方の

生活情報記事が特長のニュース配信型サイト。読者
の等身大をよく知る ESSE 編集部が、オリジナル
の切り口でライフスタイルに密着した情報を幅広く
配信します。
■ https://www.essse-online.jp
■ 月間 PV 数

3200万 PV ／740万 UU

農家が丹精込めてつくる無農薬野菜など、食
品の販売も好評です。
■ https://shop.tennenseikatsu.jp

FUSOSHA Publishing Inc.

週刊 SPA!
1988年創刊。情報感度の高い現役世代のビ
ジネス・パーソンから根強い支持を獲得し、
独特の存在感を放つ異色の総合週刊誌。

カラふる

■ 週刊（毎週火曜日発売）
■ d マガジン総合売上ランキング第４位

（2021年2月度実績）

全国各地の魅力的なスポット、特産品、移住、観光

■ 印刷部数

7万7600部
（マガジンデータ2021年10〜12月）
■ 販売部数 2万6935部
（ABC 公査部数2021年1〜6月平均）

情報などを紹介するニュースメディア。ふるさと納
税ポータルサイト『ふるさとチョイス』やニュース
アプリ『SmartNews』とも業務提携し、全国の本
当の地方が知りたい人、興味のある人に確実に地元
のリアルな声を届けます。
■ https://colorfuru.jp/
■ 月間 PV 数

30万 PV ／20万 UU

住まいの設計

日刊 SPA!

女子 SPA!

bizSPA! フレッシュ

『週刊 SPA!』から生まれた、ビジネ

ライフスタイルからグルメ、ファッ

スマンのホンネがわかるニュース＆

ション、ビューティまで、30〜40

20代ビジネスマンのためのニュー

エンタメ情報総合サイト。

代女性のホンネ情報サイト。

スメディア

■ https://nikkan-spa.jp/

■ https://joshi-spa.jp/

■ https://bizspa.jp/

■ 月間 PV 数

■ 月間 PV 数

■ 月間 PV 数

7660万 PV ／1080

万 UU （外部 PV・UU 含む）

6050万 PV ／940万
UU （外部 PV・UU 含む）

『週 刊 SPA!』編 集 部 が 運 営 す る、

1960年創刊。
「いい家を建てたい」と願う人々に、
半世紀以上にわたって住まいの実例と最新コンテン
ツを提供し続けてきた住宅専門誌。地方移住やリノ
ベーションなど、話題の情報も充実。マイホーム建
設やリフォーム予定者とその事業者をはじめ、住宅
やインテリア好きな人に支持されています。
■ 隔月刊（奇数月15日発売）
■ 発行部数 ５万部

3200万 PV ／500万
UU （外部 PV・UU 含む）
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フジサンケイグループの
ネットワークを生かした取り組みを提案
扶桑社は東証一部上場のフジ・メディア・ホールディングスのもと、
日本有数のメディア複合企業グループの中核企業として事業を展開しています

ポニー
キャニオン

産経
新聞社

cookpad plus

ニッポン
放送

扶桑社

フジ
テレビジョン

Numéro TOKYO

クックパッドプラス

ヌメロ・トウキョウ

日本最大の料理レシピ投稿・検索サービス『クック

感度の高い現代女性のためのクリエイションが詰ま

パッド』とコラボした、ライフスタイル提案誌。
『ク

ったインターナショナル・モード誌。ファッション、

ックパッド』で人気の簡単でおいしい料理レシピを

アート、ビューティ、デザイン、建築など幅広いカ

ふんだんに掲載。人気キャラクターやブランドとコ

テゴ リーを独自の視点で表現し、新しい価値観を

ラボした豪華付録も話題です。年4回刊。

提案。https://numero.jp/ も運営。

MAMOR

皇室

日本唯一の防衛省オフィシャル・マガジン。おもに

皇室の方々のご動静と皇室ゆかりの日本文化を詳し

扶桑会

全国書店
ネットワーク

フジネットワーク28局
北海道文化放送
岩手めんこいテレビ
仙台放送
秋田テレビ
さくらんぼテレビジョン
福島テレビ
フジテレビジョン
NST 新潟総合テレビ
長野放送
テレビ静岡
富山テレビ放送
石川テレビ放送
福井テレビジョン放送
東海テレビ放送

関西テレビ放送
山陰中央テレビジョン放送
岡山放送
テレビ新広島
テレビ愛媛
高知さんさんテレビ
テレビ西日本
サガテレビ
テレビ長崎
テレビ熊本
テレビ大分
テレビ宮崎
鹿児島テレビ放送
沖縄テレビ放送

アンテナショップ運営も！
グループの食と住を担うフジランドは、
高速道路上の SA・PA での飲食・物販
をはじめ、多彩な施設を運営。アンテナ
ショップ『とっとり・おかやま新橋館』
の物販事業も行っています

マモル

THE IMPERIAL FAMILY

若年層に向けて防衛省・自衛隊の活動や政策などを、

く紹介。豊富なカラー写真でつづる、日本で唯一の

おもしろく、かつ、わかりやすく伝える月刊誌。

「皇室」専門誌。貴重な資料や懐かしい写真も満載

WEB サイト（https://mamor-web.jp）も運営。

です。1,4,7,10月発行の季刊誌。
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出版物制作

観光 PR

新書「驚きの地方創生」シリーズをはじ

扶桑社の雑誌や WEB 媒体での PR をは

めとした地域活性化を目指した出版物を

じめ、大手旅行会社と組んだ体験ツアー

発行。ジャンルや形態を問わず、ご希望

なども企画・実施。読者が実際に足を運

に合わせて幅広く制作いたします

ぶ機会をご提供します

コンサルティング
業務

移住・定住促進
体験ツアーや動画制作、雑誌や WEB 記

総合出版社ならではの
企画力と編集力で
地域の魅力を伝えるお手伝いをします！

ふるさと納税
返礼品 PR

名産品
プロデュース
『ESSE』でおなじみの料理家を起用し

既存商品へのアドバイスや WEB サイト

事、リーフレット制作など、幅広いメデ

ふるさと納税応援企画「ESSE ふるさと

のリニューアル、新商品のアイデア提供

ィアを活用した展開が可能です

グランプリ」を毎年開催。雑誌や WEB

ての名産品開発や、
『SPA!』のコンテン

など、より魅力的な商品づくりをお手伝

媒体での PR はもちろん、WEB サイト

ツを生かしたコラボ商品など、さまざま

い。読者マーケティングも可能です

の制作・運営も可能です

な媒体とのコラボが可能です

キャラクター
ビジネス

イベント運営

WEB・動画制作

扶桑社では「ESSE ファン PARTY」など、

多くの WEB 媒体を運営する扶桑社なら

実写ドラマでもおなじみの『孤独のグル

読者参加型イベントを多数開催。既存イ

ではのサイト制作・運営が可能。ニーズ

メ』の原作漫画は扶桑社が発行。主人

ベントへの参加はもちろん、用途に合わ

に合わせた動画制作もご相談ください

公・井之頭五郎を活用した商品 PR など

せてカスタマイズするイベントも実施可

も可能です

能です

株式会社扶桑社
所在地／〒105-8070 東京都芝浦1-1-1
浜松町ビルディング10階
設立年月日／1984年5月8日
資本金／1億円
事業内容／週刊誌、
月刊誌、季刊誌などの
雑誌、
ムック、書籍、
コミック、デ
ジタルコンテンツ等の企 画 制
作、販売。各種 WEB 媒体、
オン
ラインショップの企画制作、運
営。イベントの企画制作、運営
株主／フジ・メディア・ホールディングス
従業員数／167名

FUSOSHA Publishing Inc.

