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株式会社 エー・シー・トランスポート様

会社案内 in the トラック
運送業者さんということで「会社案内もトラックで運ぶ」というテーマでのご提案です。トラックが現れて、荷台が開くと会社案内
が出る仕組みです。運送業を視覚的にもアピールできますし、その場で「安全確認」、「後方確認」、「私たちの商品です」等の
言葉とともに開くことで、より効果的に商品・サービスをアピールできます。中の会社案内はA4サイズで、様々な内容を盛り込
むことができ、自由度は高いです。（※丸めて入れることで開いた時に飛び出るのもポイントです。） 他社との差別化や面白いことをしている
会社だと印象を植え付ける会社案内として効果は高いと思います。

『テトテテ』店舗外観写真アンビリーバボーな

ご提案します！
実際に弊社よりご提案させていただいた制作物の一例です。

口コミ効果
モ

　抜群トイ
ウコトカ…

オープンに伴いコンセプトやこだわりなど
を入れ込んだスタイルブックを制作しまし
た。より「テトテテからの想い」をアピール
をしたいと考え、スタイルブックを入れる
ブックハウスを作成しました。
今ではチラシにも使って頂いています。

株式会社 インデップ様

『テトテテ』ブックハウス
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「プロ缶」新登場！ 感動コーポレーションの新パッケージプラン
なぜ今までなかったんだろう～？ 「こんなのあったらいいな」をカタチにしました！ 今まで単発でご発注頂いたお仕事をまとめて4つのパッケージにしたのが「プロ缶」です！

「プロ缶」ロゴ

「プロ缶」の4つのプロ
プロフェッショナル
Professional
仙台で25年以上の実績のある
会社だからこそのクオリティと提
案力。

Promotion
プロモーション

デザイン制作会社ではありませ
ん。販売促進支援会社がつくる
パッケージプランです。

Profit
プロフィット

「カッコいい」「おしゃれ」ではなく
「効果のある、有益な」媒体を提
供します。

Process
プロセス

媒体の提案～その後の活用法
等ワンストップでご提案させて頂
きます。

商品群 商品名
名刺
封筒角2
封筒長3
ハガキ
会社案内
ホームページ
ロゴ
ポスター
キャラクター
社員手帳
動画
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マットコート紙220kg ／ 4c・4c ／ 91×55mm
白色ケント紙 ／ 4c・0c ／ 240×332mm ／ 窓無・テープ無
白色ケント紙 ／ 4c・0c ／ 120×235mm ／ 窓無・テープ無・郵便番号枠あり
マットコート180kg ／ 4c・4c ／ 148×100mm
コート紙135kg ／ 4c・4c ／ A4仕上がり・2つ折り
弊社提示テンプレートよりご選択（ブログ・お問い合わせ・スマホ対応含）
3案ご提案
マットコート紙135kg ／ 4c・0c ／ Ａ1判、B1判
2案 ／ JPG or PNG データ納品
表紙：マットコート紙150kg・本文：上質紙90kg ／ 仕上がりA6・32ページ・無線綴じ
5分映像 ／ DVD ＋ データ納品
コート紙110kg ／ 4c・4c ／ 中綴じ28P（見開きA3）

ヒアリング～販促会議～デザイン～おまかせプラン

仕様（紙・サイズ・厚さ） 数 量

D

※仕様・個数変更の場合、別途費用がかかる場合があります。予めご了承ください。

「プロ缶」の4つのパッケージプラン

お手軽缶 10万円お手軽缶 10万円 A A＋ A＋

お得缶 30万円お得缶 30万円 B A＋ A＋

充実缶 50万円充実缶 50万円 B B＋ or C A＋ A＋

C B＋ B＋ B＋ B＋C C＋ B＋ or or D

■ 以下の4種類のパッケージから、ご予算に合わせてお選びください。1

■ 各パッケージに該当する商品を以下の商品群よりお選びください。2

※上記価格は全て税抜です。

ご注文・詳細はホームページをご覧ください。 今なら先着5社様に
オリジナルクリアファイルプレゼント！感動コーポレーション 検 索

自由に選べる　お値段スッキリ　統一感
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トータルブランディング事例の紹介
今回は、「株式会社 王水」様という宮城県石巻市でラーメン店を4店舗経営されている会社の事例をご紹介させて頂きます。

＜Client　Comments＞ 代表取締役　髙橋　俊博様
トータルブランディングしていただいたおかげで、安易な価
格競争に巻き込まれずに、多くの競合店の中でも差別化
が図れています。
特に、メニューなどの制作物は作り手目線ではなく、顧客
目線で提案してくれるので、弊社のペルソナ（中高齢女
性）からは本当に良い印象をいただいており、感謝です！！
キャラクターの「ワンちゃん」にはペルソナが価値と感じる
ものをどんどん発信してもらい「物ではなくコトを売る！！」
更に独自化を実現していきたいと思っています！！

＜Designer　Comments＞
マスコットキャラクターである「ワンちゃん」の可愛さと、商品に対するこだわりを、その
都度制作物の用途に合わせて、バランスをとりながら、いつもご提案させていただい
てます。
イオンモール石巻店のオープンに合わせてお作りした缶バッジは、配布後あっという
間になくなるほど、ワンちゃんは子どもから大人にまで愛されてると伺い、非常に嬉しく
思いました。

ロゴ Logo

Characterキャラクター T-shirtTシャツ

缶バッジ Badges メニュー表 Menu table

ワンちゃん

ありがとうハガキ postcard

株式会社 王水様

店舗の看板や名刺にも使用されています

老若男女に人気です

幻の缶バッジ。非売品です 見やすさを考えています

葉書もラーメン店らしく

シンプルにかっこよく仕上げました
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さて、ここで問題です。

２０年以上前のテレビCMで、ひょうきんな走り方で一躍有名になった
「エリマキトカゲ」を記憶している方は、多いのではないかと思います。しか
し、このCMが何の商品のものだったか？ほとんどの人が記憶にありませ
ん。つまり、印象づけには成功しているのですが、商品への興味・関心、イ
ンタレストにつながっていないのです。もうひとつ同じような事例で、愛くるし
い「ウーパールーパー」を使ったテレビCMがありました。この商品は何だっ
たかご存知ですか？これも商品の関心・興味まで至っていない広告の例だ
と思います。
答えは、前者が三菱自動車のミラージュというクルマで、後者は日清食
品のカップ焼きそばUFOです。「あ～！」というみなさんの声が聞えてきそう
ですが、意外とこういう広告は多いのです。商品の告知、または商品の価
値告知が目的にも関わらず、他の同様の商品との差別化が難しく、結果
的にインパクトにこだわりすぎて商品告知や価値告知という目的が失われ
てしまったということです。実際、エリマキトカゲもウーパールーパーも当時
大ブームになったのですが、肝心の商品は大ブームにならずそれなりで終
わったとも言えると思います。
反対に、商品告知という目的をしっかり果たせた広告とはどういうものが

あるでしょうか？ヒット商品となった広告でのキャッチコピーですが、次のヒン
トで商品名を答えてみてください。

1. 私はこれで会社をやめました…
2. ピッカピッカの１年生。
3. カラダにピース

反則？の“販促技”Vol.03常識という名の非常識！固定概念を破
壊しよう！

頑張ろう！中小
零細企業！！

エピソード3『エリマキトカゲを知っていますか？』
お金をかけずに、アイデアと知恵で集客や売上げを伸ばしていくための反則？の販促技

小覧は、過去に弊社のブログ等に掲載された
記事の中から加筆修正し、掲載しております。

『販促技』は当社の登録商標です。
（商願2014-094146）

発行 ： 株式会社 感動コーポレーション　☎022-215-3177　Fax 022-215-3188

制作事例随時更新中！ 感動コーポレーション 検 索

Facebookにも連動しているので、是非ご覧ください。

研修では非常に多くの事を学びました。学校以外の場所でデザインに
触れるのは初めての経験で、自分の作品に対しプロの方々から様々なア
ドバイスを頂き、今まで知らなかったスキルや知識を得ることができ、大変
勉強になりました。また、電話対応やお茶出しなど社会に出てからも必要
になる仕事も教えて頂き、その中で元気よく積極的に行動すると相手に
よい印象を与えられることを学び、とても成長できた二週間になりました。

私は今回インターンシップでたくさんのことを学びました。自分が一番学
びたかった作業ペースを上げるためのスケジュール管理や、企画を立てる
上でのマーケティングの仕方など学校とは違う現場のやり方を教えてい
ただきました。技術の面でも、社員の方と同じソフトを今まで使っていたの
に、知らないことがこんなにもあったんだと驚きました。私が今回学んだこ
とは今後の作品作りに役立てたいと思います。

2017年3月13～24日まで伊藤京太郎くん、3月27日～4月7日まで重泉奈緒さんをインターンとしてお
迎えしました。2人とも仙台デザイン専門学校の学生さんです。デザインに関するお仕事を経験していた
だき、感じたこと、学んだことは何でしょうか？せっかくなので学生さんの生の声を聞いてみました。

伊藤くん作イラスト ➡ 重泉さん作イラスト ➡

グラフィックデザイン学科
グラフィックデザインコース 1年
伊藤 京太郎くん（19）
Ito Kyotaro

2017年3月13～24日

グラフィックデザイン学科
グラフィックデザインコース 1年
重泉 奈緒さん（19）
Shigeizumi Nao

2017年3月27日～4月7日

　もうお分かりですね…　1.禁煙パイポ　2.小学館学習雑誌「１年生」 
3.カルピス　です。特に私は、2のピカピカの１年生の広告は最高傑作だ
と思います。１年生になる不安より、楽しみを全面に押し出し、子供らしい
発想といかにもという台詞は観ている視聴者も思わず微笑むほどの好感
を与えてくれました。残念ながら、どのくらい売れたかというデータはありませ
んでしたが、1の禁煙パイポはこの広告で大ヒットしたことは間違いありませ
ん。この禁煙パイポも最近見ないなと思ってましたが、スーパーに行ってみ
たら、しっかりレジ前に置いてありました。

広告の目的をしっかり考えていますか？

広告制作を生業としている弊社ですが、クライアントに打ち合わせにい
くと、『小野寺さん、インパクトのあるやつ、お願いしますね…』と言われるこ
とが結構あります。その時、『この広告の目的はどこに置いて考えましょう
か？』とお尋ねすると不思議と決まったように、『目立って商品が売れること
です！』と言われます。
そこで、私が『では、この商品の他製品との違い、優れた価値は何でしょ

うか？』とお尋ねすると…『だから、それを考えるのが小野寺さんの仕事です
…』と、笑い話のような話は結構あ
るんです。つまり、商品を売る側が
その商品やサービスの価値をあま
り考えずに、とにかく売ることだけ
考えているということですね。御社
は、こんなことありませんよね？

今回のおさらい 広告はインパクトよりも、商品・サービスの価値をいかに伝えるかが重要です。

インターン体験記


