
ＤＭマーケティングエキスパート　在籍企業情報

　ＤＭ協会認定資格「ＤＭマーケティングエキスパート」取得者が在籍する企業情報（一部）です。各社へお問い合わせの際は、「ＤＭ協会のホームページをみた」とお伝えください。

★下記企業以外にも、ＤＭマーケティングエキスパートが在籍している企業が多数ございます。こちらも参照ください。　
　⇒ＤＭマーケティングエキスパート在籍企業一覧
※地域別、50音順で検索できます。
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都道府県 企業名 〒 住所 TEL
ターゲット別得意
（成功実績）分野

得意分野、ＤＭ成功事例の理由と自社の強み その他、ＤＭに関する自社のＰＲ事項

北海道 パラシュート(株) 003-0023
札幌市白石区南郷通18丁目北
1-7

011-865-8180 ＢtoＢ
ＤＭＭＥ有資格者多数在籍し、東京・札幌をメインに幅広く
展開しております。

北海道 フュージョン(株) 064-0915 札幌市中央区南15条西9-2-30 011-551-8055 ＢtoＣ
購買・顧客データの分析に基づき、戦略策定からクリエイ
ティブ制作、効果測定まで、ダイレクトマーケティングに関
わる業務全てをサポートしています。

全日本ＤＭ大賞７年連続受賞中！

青森県 青森オフセット印刷(株) 030-0802 青森市本町2丁目11-16 017-775-1431
地元各企業への販売促進に対応し、ＤＭやＷｅｂ広告の制
作・管理や、販売促進用ノベルティの企画・制作。

小ロット、短納期対応が得意。

宮城県 (株)ユーメディア 984-8545 仙台市若林区土樋103番地 022-224-5151
ＢtoＢ
ＢtoＣ

企画からデザイン制作、印刷まで自社のスタッフ及び設備で
対応いたします。

バリアブル印刷に関する設備を導入しており、顧客データを
運用管理のうえ、ダイレクトマーケティングのお手伝いをさ
せていただきます。

東京都 (株)アテナ 134-8585 江戸川区臨海町5-2-2 03-3689-3511
ＢtoＢ
ＢtoＣ

東京都 アドレス通商(株) 134-8588 江戸川区臨海町3-6-3 03-3877-3111
ＢtoＢ
ＢtoＣ

創業５５年、様々な業界/業種のＤＭ発送をお手伝いしてお
ります。各種、メーリング機器を取り揃えておりますので、
最適な方法をご提案いたします。各種、発送方法をご提案す
る事により、コストの大幅削減を成功させております。

定形外Ｐ.Ｐ封筒の自動封入機、厚物ラッピングマシンな
ど、特殊な機器もご用意しております。デジタルブック、Ａ
Ｒ連携など、紙ＤＭとネットの融合もご提案可能です。通
販、その他、商品の保管、梱包、発送も承っております。

東京都 錦明印刷(株) 101-0065 千代田区西神田3-3-3 03-3265-1784 ＢtoＢ

封筒を使わないＡ４型ゆうメールや圧着ハガキ等のパッケー
ジ商品、デジタル印刷＋イメージバリアブルによるパーソナ
ライズＤＭ、イメージバリブル＋ＰＵＲＬ＋ＨＴＭＬメール
よるクロスメディアマーケティング。

東京都 (株)Ｄ＆Ｉパートナーズ 105-0011
港区芝公園2-4-1 芝パークビ
ルA館11階

03-5733-9500
ＢtoＢ
ＢtoＣ

主に、単品リピート型通販で、コンタクトセンター運営を中
核としながら、顧客維持・育成、フルフィルメント、パック
オフィス業務領域の執行力を強みとする。

ダイレクト＆インタラクティブマーケティング領域に特化。
また、博報堂Ｄ＆Ｉグループの力を活かしながら、ワンス
トップでのソリューション提供が可能であること。

東京都 トッパン・フォームズ(株) 105-8311 港区東新橋1-7-3 03-6253-6000
ＢtoＢ
ＢtoＣ

大量に個人情報を取り扱い、正確に情報を伝える事が最重要
目的であるBM(ビジネスメール）において、国内トップシェ
アを誇ります。そこで培った処理能力・製造技術に、さらに
ダイレクトマーケティングノウハウを活かしてDMナンバーワ
ン企業も目指しております。現在は調査・分析に科学的知見
を取り入れた機関「LABOLIS(ラボリス）」を活用してDM改善
提案も行っております。また、LABOLISには、国内外のリア
ルなDMサンプルを所蔵している「DMライブラリ」も在り、国
内約40,000通ものサンプルを所蔵しています。これは日本国
内で当社だけのサンプル数になります。
実績としては視線計測装置を活用したクリエイティブ改善
で、クレジットカード会社様のリボ払い促進DMのレスポンス
率を30%向上させることに成功。その他健康食品通販会社様
では、エリアライフスタイルを活用してRFMセグメントの他
に新しいセグメントの切り口を提案。レスポンス率1.4倍、
定期購入率1.2倍！LTVでも1,500万円の改善にも貢献しまし
た。

2014年夏以降にはプレリリースされる当社のダイレクトマー
ケティングソリューションサービスとして「Ugocus（ウゴカ
ス）」というブランドを立ち上げます。お客様のダイレクト
マーケティングにおけるコミュニケーションフェーズに応
じ、最適化されたサービスパッケージを取り揃えておりま
す。スポットから一括対応まで様々なご要望にお応えできま
す。
新規見込顧客獲得から顧客化、顧客育成まで何でもご相談く
ださい。マーケティングから製造・発送まで当社ならワンス
トップでご対応可能です。
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http://www.jdma.or.jp/seminar/expert.php
http://www.parachute.co.jp/
https://www.fusion.co.jp/
http://www.a-offset.co.jp/
http://www.u-media.jp/
http://www.atena.co.jp/
http://www.adotsu.co.jp/
http://www.kinmei.co.jp/
https://www.dipartners.co.jp/
http://www.toppan-f.co.jp/
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東京都 (株)ピアラ 150-6029 渋谷区恵比寿4-20-3-29F 03-6820-0730 ＢtoＣ
新規顧客獲得向けのＤＭを得意としており、化粧品業種で広
告費に対する売上回収率３００％や、ワイン販売企業でレス
ポンス率２０％の実績があります。

別部署のソリューションで通販企業様をメインにお手伝いさ
せていただいていた経緯があり、ＫＰＩ達成に向けた数値
ベースのご提案を得意としています。

愛知県 (株)弘文社 468-0048
名古屋市天白区中坪町250番
地

052-895-2181
ＢtoＢ
ＢtoＣ

岐阜県 西濃印刷(株) 500-8074 岐阜市七軒町15 058-263-4101 ＢtoＣ
空港内に店舗を持つお店の２回目購入の提案をし。Ａ４／６
頁圧着のＤＭを作成。ＤＭに係るコストの削減と売上増に貢
献。

販促全般を一括で提案出来る。

静岡県 (株)エム・エス・エス 411−0036 三島市一番町15番23号 055-973-3003
ＢtoＢ
ＢtoＣ

お客様の売上アップのために、『効くＤＭ』の制作、発送な
ど販売促進をプランニングすること。それが私たちの使命で
す。私たちはこれまで、数々の企業の販促をコンサルティン
グしてまいりました。企業のニーズや悩みを聞き、それらを
解決へ導く企画を提案してきました。そのひとつとして「無
駄なＤＭ」を「効くＤＭ」に変えるためのノウハウが、当社
にはあります。だからこそ、自信を持ってみなさまにお勧め
することができるのです。お客様の心をググっと惹き付ける
魅力的な販売促進のプランニングをぜひ当社におまかせくだ
さい！

滋賀県 アインズ(株) 520-2573 蒲生郡竜王町鏡2291-3
0748-58-
8101(代)

ＢtoＢ
ＢtoＣ

当社の強みはお客様のニーズに沿った明確な目標を設定。さ
らに、マーケティングの結果を反映させ、より効果的な企画
立案・提案を行う事です。企画においては、印刷媒体を主と
したグラフィック、Ｗｅｂサイト等お客様にとって最適な企
画提案を行います。

消費者のライフスタイルの多様化に伴い、今まで当たり前の
ように行ってきたマスメディアによる販促手法から、個人・
パーソナルを意識したダイレクトな販促手法にシフトが進ん
でいるといえます。
企業の販促宣伝活動においても、より費用対効果（ROI）を
求められるダイレクトマーケティングへシフトしており、今
までのような消費者に「伝える」「売る」だけではなく、情
報を「収集」し活用していくマーケティング・ソリューショ
ンをご提供します。

大阪府 野崎工業(株) 574-0015 大東市野崎４丁目11-26 072-879-0011
ＢtoＢ
ＢtoＣ

かもめ～る及び年賀状印刷、毎年個人向けコンテンツでは好
評を頂いています。又、近年は法人向けにＤＭ促進要素を踏
まえた圧着年賀状、ＡＲ技術の活用'お試し3ケ月無償'など
他にないサービスを打ち出しています。創業から培ってきた
ビジネスフォーム分野では宛名印字等はお気軽にご相談くだ
さい。

兵庫県 小野高速印刷(株) 670-0933 姫路市平野町62 079-281-0008 ＢtoＣ
お客様が要望される様々なＤＭ制作にかかわるすべての業務
をワンストップサービスで提供させていただきます。

情報処理を駆使したバリアブル技術とオンデマンドとオフ
セットの印刷技術を用いたＤＭ制作が強みです。

香川県 鎌田商事(株) 762-8602 坂出市入船町2-1-59 0877-46-0002 ＢtoＣ

広島県 朝日精版印刷(株) 733-0833
広島市西区商工センター7丁
目5-52

082-277-5588
ＢtoＢ
ＢtoＣ

福岡県 (株)伸和 812-0068 福岡市東区社領2-7-4 092-621-7131
ＢtoＢ
ＢtoＣ

即乾性のハイブリッドＵＶ印刷機を駆使した短納期プラス、
データ管理に基づいた安定した品質の圧着ＤＭ。多種類のデ
ザイン・レイアウトテストを行った結果、効果のあったデザ
イン・レイアウトで売上２０％増。
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http://www.piala.co.jp/
http://www.koubunsya.co.jp/
http://www.seinou.co.jp/
http://www.mss21.co.jp/
http://www.shiga-web.or.jp/eins/
http://www.nozakinet.com/
http://www.ohp.co.jp/
http://www.kamada.co.jp/
http://www.asgroup.co.jp/
http://printing-shinwa.co.jp/index.html
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福岡県 福博綜合印刷(株) 812-8639
福岡市博多区堅粕3丁目16番
36号

092-451-2989
ＢtoＢ
ＢtoＣ

●全業種、分野にて案件を制作しています。特に最近では、
弊社のＷＥＢ制作とＤＭ制作を連動させたクロスメディアの
物件相談が通販会社・メーカー・ＷＥＢ制作会社などから寄
せられています。社内にＳＥチームを抱えている為、システ
ム構築から一貫したサービス提供が可能です。
●ＤＭ単体では、顧客・商品分析とＧＩＳ分析をクロスさせ
た提案でＤＭを展開して高い反応率と売上を作ることが出来
たクライアントから継続受注するなど、実績については多く
の事例を所有しています。

●日本郵便主催の販売促進セミナー講師として数年の経験を
有し、業界向けの基礎的なＤＭ研修を担当させて頂いていま
す。
●分析～企画立案・制作～印刷～封入・封緘及びＷｅｂも同
様の体制で行える環境にあるので、ソリューションの幅が広
いです。

★上記企業以外にも、ＤＭマーケティングエキスパートが在籍している企業が多数ございます。こちらも参照ください。　
　⇒ＤＭマーケティングエキスパート在籍企業一覧
※地域別、50音順で検索できます。
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http://www.fsp.co.jp/
http://www.jdma.or.jp/seminar/expert.php

