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。
2016年10月24日現在
都道府県

北海道

企業名

〒

住所

TEL

札幌市白石区南郷通18丁目
011-865-8180
北1-7

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

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。

パラシュート(株)

003-0023

北海道

フュージョン(株)

札幌市中央区南15条西9丁
064-0915
目2-30

011-551-8055

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

宮城県

(株)ユーメディア

984-8545 仙台市若林区土樋103

022-224-5151

ＢtoＢ
ＢtoＣ

雑誌編集で培ったクリエイティブ制作に強みを発揮し 最新設備デジタルニスコーター導入、厚盛りと箔押し
ます。ブランドイメージ向上、レスポンス対策等お客 がオンデマンドで小ロット対応可。イメージバリアブル
様個々の課題に対し最適なご提案をいたします。
との組み合わせで他には無いDMを作りませんか。

千葉県

(株)地域新聞社

273-0011

047-420-0300

ＢtoＢ

自社に制作部があるため、クイックレスポンスでデザ
得意分野はGISによるエリア分析です。GISを活用し、
イン作成が可能です。DMだけでなくチラシ・パンフ
お客様の商圏を分析した上でのご提案が可能です。
レットなど印刷物全般を一括でお受けできます。

東京都

(株)アテナ

134-8585 江戸川区臨海町5-2-2

03-3689-3511

ＢtoＢ
ＢtoＣ

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。

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。

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

江東区豊洲5-6-15 NBF豊洲
03-5144-7800
ガーデンフロント

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 ダイレクト＆インタラクティブマーケティング領域に特
を中核としながら、顧客維持・育成、フルフィルメント・ 化。また、博報堂ＤＹグループの力を活かしながら、
バックオフィス業務領域の執行力を強みとする。
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。

ＢtoＣ

新規顧客獲得向けのDMを得意としており、化粧品業 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
種で広告費に対する売上回収率300％や、ワイン販 させていただいていた経緯があり、KPI達成に向けた
売企業でレスポンス率20％の実績があります。
数値ベースのご提案を得意としています。

東京都

アドレス通商(株)

船橋市湊町1-1-1朝日生命
船橋湊町ビル5F

134-8588 江戸川区臨海町3-6-3

東京都

錦明印刷(株)

101-0065 千代田区西神田3-3-3

東京都

(株)Ｄ＆Ｉパートナーズ

135-8118

東京都

(株)ピアラ

150-6029 渋谷区恵比寿4-20-3-29F

03-3877-3111

03-6820-0730

ＢtoＢ

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 全日本DM大賞7年連続受賞中！
ングに関わる業務全てをサポートしています。
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 小ロット、短納期対応が得意。
作。

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、AR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。
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企業名

〒

住所

東京都

トッパン・フォームズ(株)

10-8311

港区東新橋1-7-3

岐阜県

西濃印刷(株)

500-8074 岐阜市七軒町15

静岡県

(株)エム・エス・エス

411−0036 三島市一番町15番23号

愛知県

(株)弘文社

468-0048

愛知県

（株）フリーボックス

滋賀県

アインズ(株)

TEL

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

受け手に“伝わる”コミュニケーションのために、課題
発見の「LABOLIS」、施策立案の「Ugocus」、クリエイ
ティブ開発の「フォームズクリエビ」、の専門ソリュー
ションをご用意。各“タッチポイント”における課題解
決を行います。

03-6253-6000

ＢtoＢ
ＢtoＣ

大量の個人情報を扱い、万全のセキュリティで、生活
者に正確に伝わるコミュニケーションデザインを実
現。マーケティング支援から製造・発送まで一貫した
サービスを展開。第29回DM大賞グランプリをはじめ、
各受賞実績がございます。

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 販促全般を一括で提案出来る。
売上増に貢献。

055-973-3003

名古屋市天白区中坪町２５０
052-895-2181
番地
名古屋市中区丸の内3丁目7
460-0002
052-265-7958
番26号

520-2573 蒲生郡竜王町鏡2291-3

ターゲット別
得意（成功
実績）分野

0748-58-8101(代)

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！

ＢtoＢ
ＢtoＣ

ＢtoＢ
ＢtoＣ
ＢtoＣ

ＢtoＢ
ＢtoＣ

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
当社の強みはお客様のニーズに沿った明確な目標 ら、個人・パーソナルを意識したダイレクトな販促手法
を設定。さらに、マーケティングの結果を反映させ、よ にシフトが進んでいるといえます。
り効果的な企画立案・提案を行う事です。企画にお
企業の販促宣伝活動においても、より費用対効果
いては、印刷媒体を主としたグラフィック、Ｗｅｂサイト （ROI）を求められるダイレクトマーケティングへシフト
等お客様にとって最適な企画提案を行います。
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

かもめーる及び年賀状印刷 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 情報処理を駆使したバリアブル技術とオンデマンドと
ての業務をワンストップサービスで提供させていただ オフセットの印刷技術を用いたＤＭ制作が強みで
きます。
す。

岡山県

(株)ジップ

701-4271 瀬戸内市長船町長船301-11 0869-26-4770

ＢtoＢ
ＢtoＣ

単品リピート通販（健康食品・化粧品）に特化した企
画制作部隊は、多くの成功事例を創り出し、お客様
の事業成長につながった感謝の声が増えてきた。

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
082-277-5588
目５－５２

ＢtoＢ
ＢtoＣ
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企業名

〒

住所

広島市西区商工センター75-26

広島県

(株)新生

733-0833

香川県

鎌田商事(株)

762-8602 坂出市入船町2-1-59

合同会社ＤＭ研究所

福岡市東区和日3-22-18811-0202
208

福岡県

福岡県

福岡県

(株)伸和

（株）ゼネラルアサヒ

812-0068 福岡市東区社領2-7-4

812-0064 福岡市東区3丁目777

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

ＢtoＣ

顧客・商品分析をベースにカタログＤＭを展開し前年
比１３倍の売上達成。また美容院の顧客囲い込みＤ
Ｍハガキで６５％のレスポンスを獲得等ほかにも多数
有。

レスポンス向上のための制作アドバイス・分析ベース
でのＤＭ展開から印刷会社栄業務向けのＤＭ企画
販売研修など、クライアントと製造側を共にサポート
する。

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Ｄ
Ｍ。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。

ＢtoＣ

企画立案・デザイン制作から、印字・投函まで。ＤＭ
商品特性やお客様のお声の分析から、課題点を見
を全て一か所で生産することで低価格・短納期での
つけＣＲＭ構築を得意としており、大手メーカー通販
ご提案を実現。全国１００社以上の通販会社様と取引
様のＦ２引上げ率を１４５％改善等の実績有。
有。

●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。

082-277-0788

ＢtoＢ

0877-46-0002

ＢtoＣ

092-621-7131

092-611-8311

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。

福岡県

(株)丸信

839-0813 久留米市山川市ノ上町7-20

0942-43-6621

ＢtoＣ

自社内に、デザイナーやカメラマンを置いており、ス
ピーディーに情報伝達がやりやすい。

印刷会社として、素材の提案や、WEB部門もあるの
で、両方の視点から拡販のご提案が出来ます。

ＢtoＣ

約18年にわたり、「通販専門広告代理店」として、テレ
ビをはじめとする新規顧客獲得～フォローツール制
作を中心とした顧客育成を得意としています。最近で
はコール・決済・物流業務等との連携を図り、ワンス
トップサービスの提供を開始する他、自社開発商品
による通販事業も展開。

競合他社が増える一方の昨今、通販企業様にとって
「既存顧客による売上」は欠かせないもの。〝リピー
ト・定期購入〟に貢献し、一度獲得した顧客を長く囲
い込むための顧客育成フォローをご提案します。

福岡市

(株)プラナクリエイティブ

福岡市博多区博多駅東3-5812-0013
092-452-8570
15-2F

★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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