
にしかできないことが

WalNix は
プロダクトマネジメントまでサポートする
クリエイティブ・エージェンシーです。







市場におけるターゲットの読み違いや、自社ブランドの強みや
弱みを理解していないことは、広報ツールの選択ミスにも結び
つき、「作り直し」「追加制作」などの費用がかさんでいきます。
結果的にプロジェクトのスピード感にも歪みが生じ、ビジネス
チャンスを逃すという致命的なミスになることさえあります。

ウォールニクスでは、貴社サービスのツールを制作するにあ
たって、企業理念の「Work Like A BEAVER!」の考え方のもと、
「エントランス・マーケティング」というメソッドを用いてい
ます。ご予算に応じて、貴社サービスを的確にマーケットに
広めます。

Entrance Marketing

反響ある
ツールを
作りたい

商品に
興味をもって
もらいたい

自社サービスの
課題を
外部目線で
分析してほしい

自社ブランドに
ファンを
増やしたい

WEBサイトを
構築したいが
どうして良いか
わかならい

ユーザーの
ニーズを
知りたい

コンテンツの
アイデアが
思いつかない

WEBの時流に
ついていけない

社内に適した
人員がいない
確保できない

施策キーワードの
セグメント方法が
わからない

作業インフラが
構築できない

プランニングが
苦手

的確な
クリエイティブへ

「エントランス・マーケティング」

ウォール二クス メソッド



追加制作や作り直しなど、無駄な制作コ
ストの負担を避けるために、ツール制作
のスタート時に最低限の分析・整理をお
こなうプランです。

■ ブランド・ミックス
■ クリエイティブ・マーケティング
■ SWOT分析（課題ステートメント）

エントランス・マーケティング
スタートアップコース

パートナーコース

20万円（税別）

貴社のサービスツールを市場水準に合わ
せるために、スタート時にポジショニングか
ら設定し、キーワード選択など各種施策を
おこなうプランです。

■ ブランド・ミックス
■ クリエイティブ・マーケティング
■ SWOT分析（課題ステートメント）
■ マーケティング・ミックス
　競合分析・差別化
　（ターゲッティング・ポジショニング）
■ キーワード選定（WEB）

入口の方向付けだけでは、事業ベースとして展開できない企業様には、
中長期のサポートプランもご用意しています。
プロジェクトを遂行するために「Plan→Do→See」のスケジュールに則って、
マーケティング理論である「A・I・S・A・S」の「Interest（興味）」「Search（検索）」
「Share（共有）」の主に３つを集中的にサポートしていきます。右記のよ
うな懸案事項がある企業様に適しています。

■ 継続的なライトプランの実施
 （スケジュールに沿ったマーケティング）
■ 月2回（１ｈ）の定例会
■ アクセス分析
■ SEO施策

・初期から一貫したコンセプトワークが必要
・営業活動と連動した継続的なブラッシュアップが必要
・専門の人員を雇用するには、求人費や人件費がかかる
・WEBなどの時流を追いかけるのは専門外

30万円（税別）

モニタリングによるユーザーニーズの調
査やコンテンツの最適化など、貴社のビ
ジネスツールを多角的に掘り下げてご提
案するプランです。

■ ブランド・ミックス
■ クリエイティブ・マーケティング
■ SWOT分析（課題ステートメント）
■ マーケティング・ミックス
　競合分析・差別化
　（ターゲッティング・ポジショニング）
■ キーワード選定（WEB）
■ コンシューマデータの収集とクロスデータ分析
■ コンテンツ提案
■ 作業インフラの効率化の実施

50万円（税別）

御社のためだけの「クリエイティブ・エージェンシー」
事業ベースのプロジェクトを中長期にマーケティングサポート

アルバイト @1,200×6ｈ×22day

月15万円（税別）

■ 継続的なレギュラープランの実施
 （スケジュールに沿ったマーケティング）
■ 月2回（２ｈ）の定例会
■ アクセス分析
■ コンテンツ考案
■ SEO施策

若手社員クラス 30歳前後の
一般社員相場（経験者）

月30万円（税別）

※契約は6カ月～となります。　※更なるサポートをお求めのお客様に向けた「エキスパートサポート」については、別途ご相談ください。　※遠方の企業様に関しては、別途お見積とさせていただきます。

ライトプラン レギュラープラン エキスパートプラン

レギュラーサポートライトサポート
専門的なアルバイト一人が
御社メンバーとなるイメージのプランです。

専門的な若手社員クラスが
御社メンバーとなるイメージのプランです。

各種プランのご案内

View
View

Work Like A BEAVER! ウォールニクスにしかできないことがある！



課題
ステートメント

統合力

創造力論理力

分析力

中小企業様の課題として多くみられるのが、企業様がお持ちのブランド（サービス、メディア等）である商品やWEBサイト、紙媒体、
企業や店舗、販促を含めたイベント活動等が複雑化してしまい、効率的な顧客アプローチがおこなわれていないケースです。
WalNixが考える「ブランド・ミックス」では、このような錯綜したブランドを一元化することにより、顧客アプローチの効率化を
具現化いたします。

　　    がご提案する
「ブランド・ミックス」という考え方

「クリエイティブ・マーケティング」とは、「他社にはすぐに真似できない独自性を創造する」というクリエイティビティを中心に置く
マーケティング手法であるため、そこに至る課題ステートメントを導き出す必要があります。

多くの事象や要素を体系化し、一つに纏めていく統合力、
過去のデータに基づき表面的な事象の背景に潜む法則性を導き出す分析力、
複数の事象がどの程度の強さで、またそれが因果的、相関的な関係なのかを見極める論理力、
そして“あたりまえ”の概念を捨てて、独創的かつ新鮮なアイデアを思考する創造力、
これら4つの力が有機的に組み合わさって、初めて“現状”を“ありたい状態”へと具現化することができます。

このような考えの根底には、弊社のWork Styleでもある、
関わる全ての方々にビジネスを楽しめる環境づくりのお手伝いをしていきたいという想いと、
クライアント様の笑顔を見るためには、
エンドユーザーのニーズやユーザビリティを、一緒に追求していくことだという強い想いがあります。

「ブランド・ミックス」の根底にある
「クリエイティブ・マーケティング」という考え方



環境変化が激化する市場の中で、より柔軟に対応していくためには、仮説
を数値で立て（Plan)、アクション・プランに移す（Do)、その結果を検証する
（See)といったサイクルを、「環境分析」「マーケティング目標の設定」「標的
市場の設定」「結果の分析と評価」といった大きなサイクル内で、従来より
速く回すことが必要となってきました。

WalNixでは、こういった一つひとつのフェーズにおいて、より的確なクリ
エイティブを創造するために、クライアント様に情熱を持って、向き合って
いきます。

今の時代に必要なサイクル

製品ラインナップ・デザイン・
品質・特徴・ブランド名・
パッケージ・クレジット・
アフターサービス・保証・返品

標準価格・ディスカウント・
リベート・支払期限・
信用取引条件

流通経路・配送・立地・在庫

広告・パブリシティ・
人的販促・販売促進・
ダイレクトマーケティング

Price
［価格］

Product
［商品・製品］

Place
［流通］

Promotion
［プロモーション］

標 的 市 場
人

（People） 政治力
（Power）

プロセス
（Process）

マーケティング・ミックス

マーケティング・ミックスの構築

クリエイティブへのアウトプット

結果の分析と評価

環境分析・目標設定・市場でのポジショニングなどを含む
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・
プ
ロ
セ
ス

徹
底
的
な
顧
客
志
向
の
追
及

Plan
Do
See

Plan
Do
See

Plan
Do
See

Do

See

Plan

株式会社ウォール二クス  +170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-22-10 三鈴ビル4F  tel:03-6826-8470  fax:03-6826-8471  www.walnix.co.jp

がご提案するクリエイティブ・マーケティングは、エンドユーザーにとっての“商品”特性を規定するところから
スタートします。

「高品質の高級品」「どこでも買える普及品」「割安商品」「イメージの良いブランド品」といった特性は、マーケティング要素の選択
や配分、投入量によって決まるため、良い“商品”を作るにはマーケティング・ミックスが総合的に展開している必要があります。



パラダイムシフト

分析

ニーズ

昨今、Google、Yahoo!といった検索エンジンのアルゴリズム（検索結果を
導き出すためのルール）が大きく変化しているため、従来のSEO対策は
効果を失ってきています。

これは、キーワードで検索表示されたサイトが、「ユーザーにとって本当に
有益な情報をもっているサイトか？」ということを検索エンジンが様々な
データから判断するようになったためです。

そのため、ユーザーのニーズと深くマッチングしていないサイトは、WEBの
世界から淘汰されていきます。今後は、アルゴリズムの変化に左右され
ない、ユーザーが求める情報（キーワード）に沿ったサイトやコンテンツ
構築が重要視されていきます。

被リンクだけのSEO対策の時代は終わりつつあります

　 業績を伸ばしている競合他社とどこが違うのか？
　 資本力のある大手企業との差別化は？
　 自社サイトはどのように評価されているのか？

サイトへの導線がより複雑化している今、自社サイトの分析・検証はます
ます重要になっています。根拠のないWEB構築は結果的に費用対効果
の低下につながってしまいます。

費用対効果を上げるために

検索数やヒット数、競合他社の展開など、キーワードを知ることは、世の中
の様々なニーズが見えてきます。

自社サイトにニーズのあるキーワードを選定することは、反響あるサイト
構築に結びついていきます。数字の根拠に基づいているため、ケースに
よっては、御社サービスの見直しにまで発展することもあります。

キーワード選定の「選択と集中」

プアー

リッチ

小ロット 大量生産

<!doctype html>
<head>
　<meta charset="utf-8">
　<title>WALNIX（ウォールニクス）</title>
　<meta name="copyright" content="Copyright (C) WalNix.co.jp" />
　<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no">
　<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
　<link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png">
　<!-- JASNET, INC. Web Analytics & Live Chat start //-->
　<script  type="text/javascript">
　// <![CDATA[
　(function(){
　　if(typeof HTTP_MSN_MEMBER_NAME!="undefined"){return;}
　　HTTP_MSN_MEMBER_NAME="";/*member name*/
　　var prtc=(document.location.protocol=="https:")?"https://":"http://";
　　var hst=prtc+"conf.log-marketing.jp";
　　var rnd="r"+(new  Date().getTime()*Math.random()*9*Math.random()*0.9);
　　this.ch=function(){
　　　　if(document.getElementsByTagName("head")[0]){this.dls();}else{window.setTimeout
(this.ch,30)}
　　　　}
　　this.dls=function(){
　　　　var  h=document.getElementsByTagName("head")[0];
　　　　var  s=document.createElement("script");s.type="text/jav"+"ascript";
　　　　if(h){s.src=hst+"/UsrConfig/k/Conf_kashiwase.js?s="+rnd;h.appendChild(s);}
　　　　}
　　　　document.write('<img src="'+hst+'/sr.gif?d='+rnd+'"  
style="width:1px;height:1px;position:absolute;" alt="" onload=\"'+this.ch()+'\" />');
　　　　})();
　　//]]>
　　</script>
　　<noscript><img 
src="http://suite.log-marketing.jp/HTTP_MSN/Messenger/Noscript.php?key=kashiwase" border="0" 
style="display:none;width:0;height:0;" /></noscript>
　　<!-- JASNET, INC. Web Analytics & Live Chat end //-->
　　<script src="http://www.google.com/jsapi"></script>
　　<script src="/common/js/include.js"></script>
　　<!--[if lt IE 9]>
　　<script src="//html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
　　<![endif]-->
　　<script src="/common/js/top.js"></script>
　　<link rel="stylesheet" href="/common/css/top.css">
</html>

World
Wide
Web



差別化

効率化

　 ストロングポイントが整理できない（あれもウリ、これもウリ）
　 ターゲットの優先順位が整理できない（あの層も欲しい、この層も欲しい）
　 ブランド発信を紙媒体などと一気通貫にしたい（連動していない）
　 コンテンツの考案と更新ができない（アイデアとスタッフがいない）
　 そもそもWEBをどう活用してよいかわからない（サイトはあるけど……）

こんな声をよく聞きます。ユーザーは御社サイトと他社サイトをいつも
「比較」しています。価値あるサイトだと認識されるために、WEBの目線
からひとつずつ見直し、整理していく必要があるでしょう。

比較競争の中で市場価値を高める

このような背景は、有益なサイト構築をして効率よく
発信すれば、質の高いユーザーが流れ込んでくると言え
ます。新規営業・広報専任者などの雇用が負担となる
中小企業こそ、よりWEBを活用すべきといえます。

中小企業こそWEBを最大限に活用すべき

弊社では、事業の戦略レベルに至るまでヒアリングをおこない
ます。その上で、様々な分析ツールにより、御社内スタッフが把握
している課題とは別の課題を洗い出し、費用対効果の高いWEB
サイトの構築をご提案していきます。

多くの中小企業は「WEBが大事なことはわかっている……」という
認識でありながら、知識に明るい人が兼務でWEB対策をおこなっ
ているケースも多くみられます。しかし、WEB世界の流れが急速に
変化している今、この流れを追いかけるだけで大変な労力です。
結果的に中途半端な取り組みに終わっていないでしょうか。

弊社ではそのような中小企業様の課題解決をサポートするため、
ニーズに沿ったサイト設計とコンテンツ構築、継続的なフォロー
アップをおこなっていきます。

ウォールニクスと他社との違い

COMPLETE

戦略

マーケティング

クリエイティブ
（制作）

WEBへのアウトプット

分
断
さ
れ
て
い
る
と
、

ユ
ー
ザ
ー
か
ら
評
価
さ
れ
な
い

ブレない
コンセプトワーク

Do

See

Plan

解決に導くWEBサイトのご提案
【お客様と共有】

クリエイティブへのアウトプット

結果の分析と評価

課題・ニーズ
（社内スタッフによる把握）

課題・ニーズ
（WEBによる分析）

ヒアリング

お客様側 弊社



ウォールニクスがご提案する「ムロファイク」とは、「クリエイティブに明確な根拠を！」という
リサーチデータに基づいたユーザ視点の考え方です。

M R O F Y C

WalNixでは、クリエイティブを通じて正しく価値を伝えることを実現するためにも、「（発信側が）伝えたいこと」だ
けにこだわるのではなく、「（ユーザーが）受け止めること」を理解することが重要と考えています。
弊社では、この「（ユーザーが）受け止めること」の思考をデータベースを基に可視化し、企業の大小に関わらず、
“ユーザーが受け止めたいモノ”を創造していきます。

がご提案する

モノ創りの根拠

ムロファイクの流れ

クライアント様からのヒアリング

スクリーニングによるコンシューマの抽出

コンシューマへの本調査

各種クロスデータ集計
による検証

クリエイティブへのアウトプット

更なる検証と次回以降への施策考案

根拠がある＝他社との違い

MROFYC
Market Research Only For Your Company「ムロファイク」という考え方



WEBサイトやパンフレットなどの各種ツールを制作する場合、企業担当者と制作者との間では様々なやりとりが発生します。
しかし、クリエイティブが完成するまでの過程において、メインコピーやデザインなどの決定権が「現場の肌感覚」「営業マン
のヒアリング」「担当者の好み」「制作者の意向」などに左右されるケースが多く見られます。

ユーザーは多種多様な嗜好を持つ存在です。近年、それらのユーザーに対してターゲティング手法を駆使したアプローチが可
能となっていますが、ターゲティング手法を駆使してユーザーにアプローチしたとしても、ユーザーから嫌われるクリエイティ
ブであれば、当然成果につながるはずはありません。
つまり、いまのクリエイティブにはユーザー視点が欠けていると言えるのです。

例えば、「料金なのか？」「品質なのか？」などのどちらをアピールして良いのか迷っ
ているサービスがあるとします。
予めターゲットが「品質を求めている」とわかっていれば、「品質押し」でクリエイ
ティブを構築できます。
この精度が高い仮説をクリエイティブに反映させることによって、反響がなかった
場合、「そもそも商品プロダクトの設定が間違っていないか？」「ターゲットがズレ
ていないか？」など、新しい本質の課題が見えてきます。

少なくとも「料金も」「品質も」と優先順位が整理できず、結果の事由がわかりづら
い、費用対効果の悪いクリエイティブ展開にはならないはずです。

精度の高い仮説によって、初めて見える課題

ユーザー視点がないモノづくりとは

弊社の考える「ムロファイク」では、 案件の必要性に応じて、クリエイティブに落とし込む前に、ターゲットとなるコンシューマ
へ意識調査をおこないます。
そのデータに基づき、「ユーザーが何を求めているのか？」を予め判断し、 デザインやコピーを考案していきます。

Work Like A BEAVER! ウォールニクスにしかできないことがある！



イメージを
崩したく
ない…

昨今の印刷・製本の技術の進歩はめまぐるしく、様々な特性
を持った個性豊かな印刷物を、あまり予算をかけずに仕上げ
ることが可能になってきました。

しかし、”専門的な知識が無い”“色 と々調べている時間が無い”
等の理由から、既存の印刷会社主導で発注せざるを得ない
のが現状では無いでしょうか？
印刷会社には、得手不得手の部分があり、どうしても得手の
製品の発注へと誘導されがちです。

ウォールニクスでは、使用用途やご要望に併せて、印刷する
用紙の選定から、印刷方法の選択、そして製本加工手段の
ご提案など、長年の経験の積み重ねをもとに、お客様と一緒
に最良のモノづくりをしていきます。

がご提案する

「クリエイティブ・プリンティング」
という考え方

御社のこだわりを、
ウォールニクスは応援します！

どうせ作るなら、
もうひと手間を
かけたい！

納得いく
ものを…「安い」、「早い」がうたい文句のWEB発注が

主流になっている印刷物。
しかし出来上がってくるモノは、
デザインこそ違えど、どれもこれも
変わり映えのしない印刷物に……。
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　印刷物の一つひとつがオーダーメイド
製品であるのに、自社設備の稼働状況に
とらわれてしまっては、最良・最適な方法での
モノづくりはできません。
　そこで、弊社では専門技術を持ち、特化し
た製品を提供し続けている中小の印刷工場
や加工会社、フル設備の大手印刷会社など
多種多様な会社とアライアンス関係を築く
ことで、設備を持たないことが強みだと考え
ています。
　それらのアライアンスは、余計な日数・営
業経費などを省き、コストや条件に合った
最良な製品をご提供できる最適な印刷会社
を選択、ご提案するシステムの構築を可能
にしました。

　また、ウォールニクスが存在することで、
業者間の壁を取り払い、お互いのストロング
ポイントを融合させる役割を担う事ができ、
よりハイスペックで新しい製品を求めてい
るお客様には、余計な労力を使わずに、新た
な印刷物の仕上がりへの可能性に挑戦して
頂けるでしょう。

自
社
内
に
機
械
設
備
を
持
た
な
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

部数の多少、予算の大小にかかわらずお気軽にご相談ください。 ※画像はイメージです。



SEO-Light
内部＋外部施策
バランス型

スマートフォン
リサーチ広告

リスティング
広告

ディスプレイ
広告

…etc

Promotion
WEBプロモーション

SEO-Regular
内部施策 重視型

SEO.Option
外部施策
成果報酬型

Option
WEBプロモーション
数あるWEBプロモーションの
中から御社のプロダクトマネジ
メントに結びつくものを選定
いたします。
月額：ご予算に応じて

SEO-Regular
内部施策 重視型
現在、検索エンジンの評価を
受けている競合サイトを参考
に、WEBサイトの内部施策を
継続的に検証・改修していくプ
ランです。
月額：59,800円～

SEO-Light
内部＋外部施策 バランス型
WEBサイトの内部構造の検証
と外部施策（良質サイトへの
被リンク）をバランスよくおこ
なうプランです。
月額：59,800円～

がご提案する

ここ数年、SEOを取り巻く、「Google」「Yahoo!」を中心とした検索エンジンは目まぐる
しくアルゴリズムを変えています。 「Yahoo!」の検索エンジンも「Google」のシステムを
使用しているため、御社の WEB サイトを施策キーワードで上位表示するためには、
「Google」の評価を理解して対応することが、より重要になってきています。
また、SEO以外でもWEB上でのプロモーションは多種多様な手法が登場してきており、
その変化を専門外の会社が追いかけるのは、非常に困難なことになってきています。
そこで、ウォールニクスでは、様々なWEBサービス会社の中から御社のサービスに適した
施策内容を選定して、幾つかのプランに分けています。SEOをはじめとした、WEBプロ
モーションにお困りの方は、ぜひ、ご相談ください。

※施策内容によるWEBサイトの改修・制作費は別途となります。
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※各コースとも施策内容によるWEBサイトの改修・制作費は別途となります。

各コースのご案内

SEO-Light  内部＋外部施策 バランス型
施策キーワード選定後に、対象URLのWEBサイトの内
部構造の検証と外部施策（良質サイトへの被リンク）
をバランスよく施策します。
選定キーワードがビッグキーワードでなければ、この
プランでも充分に結果が見込めます。

※参考
スモールキーワード
検索回数が～1万程度で競合性の
低いもの
ミドルキーワード
検索回数が1万～数万あり、競合
性が中くらいのもの
ビッグキーワード
検索回数が10万超えで、
競合性の高いもの

Promotion  各WEBプロモーション
様々なWEBプロモーションの中から弊社が選定したものを展開していきます。ただの広告展開ではなく、貴社のWEBサイトを
改善するにあたっての各種データが取得できるような広告を中心にご提案しています。
＊月額：ご予算に応じてプランを立案　＊契約：プロモーションによって異なります。

SEO.Option   外部施策（成果報酬型）
成果報酬型の外部施策です。
施策サイトのテーマ性に沿った簡易型の外部サイトを制作・運用して、施策サイト
を外部から支援します。
費用は施策キーワードによって異なりますが、上位表示されない限り、課金されま
せん。

リスティング広告の運用とリポート報告

初期費用：
月額費用：

※予算の内、20％はリスティング運用会社のフィーとな
ります。

※少額予算（15万円～）からでも対応可能ですが、最低
6か月～の契約が必要です。

SEO-Regular  内部施策 重視型
施策キーワードで既に検索エンジンの上位表示（1
ページ目）をされている競合サイトを参考に、貴社の
WEBサイトの内部施策を継続的に検証・改修していき
ます。
必要に応じて、主要サービスの下層ページの施策も

対 象

初期費用
月 額
運 用
契 約

：

：
：
：
：

URL単位（Topなど１ページ）
施策キーワードは3つまで
無料
59,800円
2カ月に１回の定期レポート提出
6カ月～

対 象

初期費用
月 額
運 用
契 約

：

：
：
：
：

URL単位（TOPページ＋主要下層ページを
２、3ページ程度）　キーワードは1～２つ
30,000円
59,800円
1カ月に１回の定期レポート提出
6カ月～

リスティング広告

各種媒体へのディスプレイ広告の
出稿と定期的なリポート報告
初期費用：
月額費用：

※最低6か月～の契約が必要です。

ディスプレイ広告

アプリを使用したWEBリサーチ＆広告

初期費用：
配信費用：

スマートフォンリサーチ広告

…etc

75,000円～
ご予算に準じて出稿＋弊社ディレ
クション費（約20％）

75,000円
最低15万円～＋弊社ディレクショ
ン費（約20％）

15万円
1回30万円～
（3,000人からリーチ可能）



社 名

設 立

資 本 金

代表取締役

従 業 員

取 引 銀 行

事 業 内 容

所 在 地

Work Style

株式会社ウォールニクス

2005年6月

1,000万円

山本 智也

12名（派遣、アルバイト含む）

みずほ銀行 池袋支店

・WEBソリューション事業   WEBサイト及びコンテンツの企画・制作
・事業開発コンサルティング   新規事業含むトータルコーディネート
・企業広告の企画・制作   会社案内・パンフレット・カタログ・雑誌

〒112-0012 
東京都文京区大塚5-6-15 ワイビル2階
TEL: 03-6826-8470　FAX: 03-6826-8471
HP: www.walnix.co.jp　E-mail: info@walnix.co.jp

アメリカ大陸やヨーロッパに生息する
ビーバーのダム造りをご存知ですか？

ビーバーはそのままでは住みにくい場所にダムを造り、生きて
いく上で快適な環境を自ら作り出す、人間以外で唯一の動物
です。しかもそのダム造りは、多くの命を森に呼び込み、周辺
にはたくさんの水草が育ち、渡り鳥など様々な生物で賑わう
ことにつながっていきます。
そして数十年経つとその周辺は土砂で埋まり、栄養たっぷり
の広大な草原に生まれ変わり、森の草食動物の貴重な食事
場所になるのです。
我々ウォールニクスはこのビーバーのダム造りに倣い、激化
する様々な市場に柔軟に対応できる企業であり続け、ビジネス
を通じて様々な方々とお会いし、関わる全ての方々にビジネス
を楽しめる環境づくりのお手伝いをしていきたいと思って
おります。
クライアント様のニーズに従い、市場の特性を十分理解した
上で、エリア・規模・チャネル・プロモーション手法・制作ツール
などを総合的に策定し、様々なオリジナルプランとしてご提案
いたします。
当社には、提携会社として数十社のアライアンスチャネルが
あり、その提携会社との密な連携があるからこそ可能な、
訴求力のある企画制作に尽力しています。

Work Like a BEAVER!
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