
ＤＭアドバイザー　取得企業情報

ＤＭ協会認定資格「ＤＭアドバイザー」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アドバイザー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アドバイザー 取得企業一覧

※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 (株)アイム 063-0062 札幌市西区西町南19丁目4-10 011-665-2648 ＢtoＣ

300名のお客様にお送りしたホテルのＤＭのレスポ
ンス率10.7％。泊りに来てくれたお客様107名。感
謝の気持ちを価格ではなく特別プランとした結果
です。

売り込みのＤＭではなく、お客様へのニュースレ
ターを得意としています。はがき絵作家やまやえ
みこの絵を沿えて、取っておいて頂ける温かいＤ
Ｍ作りをします。

新潟県 (株)山忠 959-1395 加茂市下条甲496-1 0256-52-1728 ＢtoＣ
弊社は通販業なので、広告全般のレスポンス率が
一般企業に比べ高いのが強みです。

第24回全日本ＤＭ大賞受賞

栃木県 東日情報処理センター(株) 321-0983 宇都宮市御幸本町4864 028-663-1221 ＢtoＣ

住宅メーカーの企画である子供の絵の展示会で
応募者の子どもの絵をバリアブルでＤＭに入れ住
宅展示場で行われる展示会の案内DMにした。こ
のように、同じものを出すのではなく興味をもたれ
るオンリーワンＤＭを企画することで、反応率を上
げる。

バリアブル印刷によるone to　one　DMを制作する
ことにより、企業様のロイヤルカスタマーへ向けて
のご案内や販促情報をお届けします。

埼玉県 (株)メールハウス 350-0856 越谷市問屋町3-7 049-229-0777
ＢｔｏＢ
ＢtoＣ

お客様の販売戦略を的確に見極め、あらゆる広
告・販売ツール、メディアなどを駆使して企画・立
案から制作まで、質の高いクリエィティブで支援し
ます。

東京都 (株)アテナ 134-8585 江戸川区臨海町5-2-2 03-3689-3511 ＢtoＣ
ＤＭ関連業務とそれに関連するコールセンターや
事務局業務をワンストップでご提供いたします。

東京都 岩岡印刷工業(株) 102-0072 千代田区飯田橋4-1-1 03-3265-1323
ＢｔｏＢ
ＢtoＣ

ＤＭのデザインから、バリアブル対応でのデジタル
印刷＋印字（バルク処理含む）後、発送まで請け
負います。

東京都 共立印刷(株) 174-8860 板橋区清水町36番1号 03-5248-7800
ＢｔｏＢ
ＢtoＣ

新聞折込主体の大手流通小売店にデータ分析に
基づいた最適なDMを提案し、売上が3倍以上に
増加。個店での反響を受けDMを全店に展開し大
幅売上増に貢献。

多様な設備を組み合わせた自由度の高いDM製
造が強み。マス紙媒体から小ロットDMまで、ター
ゲット選定、制作、製造、発送手配に一貫して対
応します。

東京都 ＪＰビズメール(株) 120-0023 足立区千住曙町42-4 03-5813-2304 ＢtoＢ

東京都 (株)ＪＰメディアダイレクト 105-0001 港区虎ノ門1-21-17　虎ノ門ＮＮビル5Ｆ03-5157-6071 ＢtoＢ
デモグラフィック・ライフスタイル・購買行動などの
セグメント項目により最適なターゲットを抽出し、Ｄ
Ｍ発送までをワンストップでサポート可能。
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東京都
(株)セプテーニ・ダイレクト
マーケティング

160-6127 新宿区西新宿8-17-1　住友不動産新宿グランドタワー27Ｆ03-6857-2061 ＢtoＣ

東京都
ダイレクトマーケティングジャ
パン(株)

160-0011 新宿区若葉1-5-35-401 03-3353-9411 ＢtoＣ
通販商品開発・データベース構築、テストプランニ
ング企画・ＤＭオファーの開発・クリエイティブＤＭ
制作・優良リストの利用についての提案。

リスト・オファー・クリエイティブのＤＭ成功の鍵を経
験豊富な実績からあらゆる企業、業態に対応し提
案。テストを通じた施策でレスポンス向上を図りま
す。

東京都 (株)地区宅便 179-0075 練馬区高松5-8-20　ジェイ・シティタワー16Ｆ03-5372-6122
ＢｔｏＢ
ＢtoＣ

首都圏で独自の配送ネットワークを展開する「チク
タクメール便」にて、各種ＤＭや通販カタログ等の
コミュニケーションツールを日々お届けしておりま
す。

配達のみならず企画・立案・封入作業やバックメー
ル処理など一連業務をワンストップで提供致しま
すので、コストや時間の削減を実現させます。

東京都 designH 103-0004 中央区東日本橋2丁目28番4号 ＢtoＣ
新規オープン美容室のＤＭ。予算が無くはがきサ
イズに折ったＡ3サイズのショップ案内を作成。目
に留まったと、新規お客様獲得に貢献。

フリーランス歴10年以上の経験により、急な依頼で
も細かくスピーディーに対応可能。女性らしい可愛
いデザインからシンプルなものまで、幅広くご提
案。

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

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。

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。

東京都
(株)ＤＮＰコミュニケーション
デザイン

162-8001 新宿区市谷加賀町1-1-1
ＢｔｏＢ
ＢtoＣ

東京都
(株)博報堂ＤＹメディアパー
トナーズ

107-6321 赤坂5-3-1　赤坂Ｂiｚタワー
事業成長に向けたLTV最大化のために、事業戦
略構築からコミュニケーション、体制構築までトー
タルでサポートいたします。

東京都 (株)博報堂プロダクツ 135-8619
江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲
ガーデンフロント

03-5144-7200 ＢtoＣ

戦略立案領域は、コミュニケーション戦略から事業
戦略、CRM戦略までご提案。レスポンス広告・
CRMツールは、ダイレクト制作専門クリエイターが
本部内のダイレクトアカウントディレクター等と連携
してご提案します。また、得意先と顧客のリレー
ションを仲介するコンタクトセンター等のフルフィル
メント機能も装備。ダイレクトのナレッジを応用し、
店舗送客（O2O）やID-POSデータを活用したDB
マーケティング、KGI・KPIワークフローの策定・運
用サービスも提供します。

ＤＭ制作のみならず、部署間の連携により、映像
制作からＷＥＢ、イベントプロモーション、PR、プレ
ミアムに至るまで、総合制作会社ならではのワンス
トップでの提案が可能。
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http://www.septeni-holdings.co.jp/
http://www.septeni-holdings.co.jp/
http://www.dmj-inc.co.jp/
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http://www.hakuhodody-media.co.jp/
http://www.hakuhodody-media.co.jp/
http://www.h-products.co.jp/index.html
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東京都 ハットツールデザイン 112-0013 文京区音羽2-11-22-201 03-6912-0803 ＢtoＣ

女性デザイナーがDMの企画〜提案〜デザインま
で一貫して行っており、ファミリー層、シニア層、
OL層など女性目線の明るく元気な商品・サービス
の分野を得意としています。主な業種としては、介
護・福祉、ミネラルウォーター販売、学習塾、コスメ
＆サロンなどになります。

東京都 (株)福島封筒 174-0063 板橋区前野町2-30-8 03-5392-2661 ＢtoＢ
自社では様々な種類の封筒作製ができ、特殊な
封筒を製袋することが得意です。

特殊な封筒作製が得意な弊社では、その経験を
活かして魅力あるＤＭ封筒の提案ができます。

東京都 三菱マテリアル(株) 100-0005
千代田区丸の内3-3-1　新東京
ビル7Ｆ

03-5252-5476 ＢtoＣ

神奈川県 (株)エーデックス 220-0051
横浜市西区中央1-33-13　高島
ビル4F

045-317-8876 ＢtoＢ
何でも対応いたします。クオリティの高さとスピード
は当社の強みです。

ご依頼以上のご提案とクオリティを提供いたしま
す。

大阪府 (株)ＫＤＣ 555-0013 大阪市西淀川区千舟3丁目3-2 06-6195-0171 ＢtoＢ
高品質・超高速設備と蓄積されたノウハウによる、
正確・迅速・低価格な印刷ソリューションサービス
を提供しております。

新規・既存顧客に対する同内容のＤＭをはじめ、
ＡＩを駆使したパーソナライズＤＭも対応します。そ
の後の効果検証も実施し、成果の出るご提案をし
ます。

大阪府
(株)トッパングラフィックコミュ
ニケーションズ

553-8580 大阪市福島区海老江3-22-61 06-6454-5150 ＢtoＢ

大阪府 不二印刷(株) 530-0054 大阪市北区南森町１丁目２−２８ 06-6365-8081

香川県 (株)エスビーエフ 761-8031 高松市郷東町792-108 087-882-3501 ＢtoＣ

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 井辻食産(株) 731-0135 広島市安佐南区長束5丁目6-8 082-238-3821
主に飲食店や小規模な店舗の指導を行い官製は
がきにこだわり、手作り感のあるＤＭを得意として
います。

飲食店など小型店の店主が自ら実施できるよう
に、アドバイスや実施計画を行います。これまで
行った成功事例を紹介します。

福岡県 (株)九州自然館 815-8601 福岡市南区那の川1-6-14 092-533-2440 ＢtoＣ

★上記企業以外にも、ＤＭアドバイザー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アドバイザー 取得企業一覧

※地域別、50音順で検索できます。
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http://www.hattool.com/
https://fukushimafuutou.com/
http://www.e-mjc.jp/shop/default.aspx
http://a-dex.co.jp/
http://www.toppan-tgc.co.jp/
http://www.toppan-tgc.co.jp/
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http://www.sbf-net.co.jp/
http://www.kamada.co.jp/
http://www.itsuji.co.jp/
http://www.k-shizenkan.jp/
http://www.jdma.or.jp/seminar/adviser.php

