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はじめに
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ミッション

「らしさ」に「戦略」を。

1999年創業。東京都渋⾕区神宮前⼆丁⽬に事務所をかまえています。
つねに制作の先にあるブランド価値向上や売上獲得のためのアイディアを様々な⾓度からご
提案しております。

弊社の強み

「特にBtoB企業ブランドの再構築」
「新しい⽂脈のビジネスコミュニケーション構築」
「WEBを中⼼としたPR戦略の企画⽴案とツール全般作成＆運営サポート」



サービス領域
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新しい提案
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当コンサルティングサービスは、過去20年のお客様への最適な提案を突き詰め
ていった結果⽣まれました。
お客様の課題解決に⼤切なことは、決済者を含めたプロジェクトメンバーの全
員で共有されたPR戦略に関する合意形成（コンセンサス・ビルティング）です。
PR戦略は、以下の⼯程で合意形成がなされます。

CCBコンサルティングサービス
＊（コーポレート・コンセンサス・ビルダー）

ステークホルダーマップ作成

ビジョン（ストーリー）設計

誘導（シナリオ）設計

コンバージョン定義

関係者の洗い出しと可視化

優先順の⾼い対象ターゲットに何を価値づけしたいか明⽰化します。

対象ターゲットの流⼊経路の策定をします。

対象ターゲットごとにコンバージョンの定義をします。

各種PRツール選定 対象ターゲットごとにPRツールの優先順位と選定を⾏います。

運⽤スケジュール PRのスケジューリングをします。＊直近（半年程度）のアクションの落とし込み



CCBコンサルティング概要
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合意形成コンサル

ステークホルダー
マップ作成

ビジョン
（ストーリー）

設計

誘導
（シナリオ）
設計

各種PRツール
選定

コンバージョン
定義

運⽤
スケジュール

PR施策実⾏

ソーシャルメディア最適化
（SNS企画＆投稿コンサル）

CSRコンサルティング

各種広告ツールセッティング

エンゲージメント施策
（リアルイベント等）

ツール
制作

WEB制作
（リニューアル）

パンフレット

動画

ノベルティ等

運営マネジメント

コンテンツ
提供

マネジメント
業務

定期 MTG

分析・検証・提案
・Google アナリティクス分析
・キーワードマーケティング
・ステークホルダーマップ、ビジョン再考

マーケティングオートメーション（MA）
・HUBSPOT運⽤サポート

運営チーム
結成 ライター、カメラマン、イラストレーター（漫画家）

編集ディレクター、有識者、CSRコンサルタント

CCB（コーポレート・コンセンサス・ビルダー）

制作物
・WEB改修
・LP
・DTP全般
・採⽤コンテンツ企画＆制作、
・採⽤メディア提案
・社内報企画制作
・メルマガ企画
・SNS投稿代⾏
・SEO対策⽤ブログ記事配信代⾏サービス



主な実績
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◎Jun Mitsui & Associates Inc. Architects （建築家）
企画＆デザイン＆制作＆撮影＆動画＆運営サポート＆周年パーティ
http://www.jma.co.jp/

◎⾵の旅⾏社（越境旅⾏代理店）
企画＆デザイン＆制作＆運営サポート
https://www.kaze-travel.co.jp/

◎サンポスト（編集プロダクション）
CCB＆企画＆デザイン＆制作
https://sunpost.co.jp/

◎シアターワークショップ（劇場コンサル＆運営）
CCB＆企画＆デザイン＆制作＆運営
https://theatre-workshop.co.jp/

◎フィンツアー（北欧旅⾏代理店）
企画＆デザイン＆制作＆運営サポート
http://www.nordic.co.jp/

◎サンマリノ（アパレル）
50周年WEB
https://www.san-marino.co.jp/50th/

◎エンビジョン
デザイン＆制作
https://www.e-v.jp/

◎アドトップ（催事企画）
企画＆デザイン＆制作
https://adtop1.jp/

◎SBI FinTech Solutions株式会社
ブランディング＆企画＆デザイン＆制作
https://www.sbi-finsol.co.jp/

◎埼⽟⾼速鉄道（地下鉄）
企画＆デザイン＆制作＆撮影＆運営
http://www.s-rail.co.jp

◎クロスロケーションズ（位置情報サービス）
CCB＆企画＆制作
https://www.x-locations.com/

◎マルアイオフィシャルサイト（封筒製造）
企画＆デザイン＆制作＆撮影
http://maruai.co.jp/

◎やないづ町⽴ 斎藤清美術館
デザイン＆制作＆撮影
https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/bijutsu/

◎仰星監査法⼈（⼠業）
採⽤企画＆デザイン＆制作
https://www.gyosei-grp.or.jp/recruit/

◎携帯⾳声AI翻訳機 やくし丸（翻訳機）
CCB＆ブランディング＆制作＆動画
http://yakushimaru.net/

◎利友会（⼾⽥建設）
採⽤ブランディング＆企画＆制作＆撮影＆動画＆ライティング
https://www.todariyukai.com/recruit/

◎株式会社クイック
新卒採⽤サイト／採⽤コンテンツ／企画＆制作＆撮影＆ライティング
http://saiyo.919.jp/

◎株式会社岡村製作所
採⽤コンテンツ／企画＆制作＆撮影＆ライティング
http://www.saiyo.okamura.co.jp/

http://www.jma.co.jp/
https://www.kaze-travel.co.jp/
https://sunpost.co.jp/
https://theatre-workshop.co.jp/
http://www.nordic.co.jp/
https://www.san-marino.co.jp/50th/
https://www.e-v.jp/
https://adtop1.jp/
https://www.sbi-finsol.co.jp/
http://www.s-rail.co.jp/
https://www.x-locations.com/
http://maruai.co.jp/
https://www.town.yanaizu.fukushima.jp/bijutsu/
https://www.gyosei-grp.or.jp/recruit/
http://yakushimaru.net/
https://www.todariyukai.com/recruit/
http://saiyo.919.jp/
http://www.saiyo.okamura.co.jp/


サイト実績
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＜⼀般企業＞

◎⽇本電業⼯作（製造）
◎コクヨ（製造）
◎コヒレントジャパン（レーザー製造）
◎セーラー万年筆株式会社（⼯場ロボット製造）
◎⽣出（包装資材製造）
◎デュープレックス（包装資材製造）
◎デンツプライ（⻭科医療製造）
◎リプロセル（iPS医療製造）
◎マルアイ（封筒製造）
◎アスクル（通販）
◎緑屋電気株式会社（商社）
◎仰星監査法⼈（⼠業）
◎太⽥公認会計⼠事務所（札幌）
◎株式会社アドバHRソリューションズ（採⽤コンサル）
◎アシストエンジニアリング（⼈材派遣）
◎エムスリーカンパニー（PR）
◎アドトップ（催事企画）
◎東急エージェンシープロミックス（広告）
◎サンポスト（編集プロダクション）
◎グローバルトゥージェイ（⾦融翻訳）
◎⻘⼭トライアスロン倶楽部（スポーツ同好会）
◎あらい治療院（整体）
◎ガウディア（教育）
◎エンビジョン（デザイン）

＜IT企業＞

◎SBI FinTech Solutions（フィンテック）
◎クロスロケーションズ（位置情報）
◎マネジメントソリューションズ（PMOコンサル）
◎MODE（センサーASP）
◎シーエーシー（Sier）
◎カチシステムプロダクツ株式会社（Sier）
◎ジェーエムエーシステムズ（Sier）
◎⽇⽐⾕コンピュータシステム（Sier）
◎アドックインターナショナル（Sier）
◎ジェネスティコンサルティング（Sier）
◎アクア （Sier）
◎マイクロストラテジー（BI）
◎コンピュウェア（セキュリティ）
◎ソフトバンク（携帯サイト）
◎プロペラヘッズ（DTM）
◎ユニメディア（ブロックチェーン）
◎emishi (WEB制作）
◎FOXIT JAPAN（PDF）
◎ハイパーギア（PDF）
◎スカイコム（PDF）

＜周年事業＞

ヨックモック 50周年 ロゴ
五洋建設 125周年 ロゴ
サンマリノ（アパレル）50周年 ロゴ＆WEB

＜建築・管理・リノベーション＞

◎シアターワークショップ（劇場コンサル運営）
◎Jun Mitsui & Associates Inc. Architects（建築設計）
◎オレンジハウス（リノベーション）
◎東京テアトル（Renomama）（リノベーション）
◎イノーブ株式会社（マンション管理）
◎⼯藤建設 フローレンスガーデン（⼾建住宅）
◎⼤和ハウス（⼾建住宅）
◎積⽔ハウス（⼾建住宅）
◎トマト⼯房（不動産仲介）
◎リゾンブループ（⼾建住宅）
◎株式会社リブラン（不動産）

＜インフラ＆官公庁＆団体＆美術館＞
◎埼⽟⾼速鉄道（地下鉄）
◎亜細亜⼤学（⼊試対策コンテンツ）
◎関東地⽅公営競⾺協議会
◎葛飾区寅さん記念館＆⼭本亭
◎⽇本⾳楽財団
◎葛飾区観光ポータルサイト
◎やないづ町⽴ 斎藤清美術館
◎⽇本⾞椅⼦バスケットボール連盟
◎エイベックス 障がい者プロチーム
◎東京フォーラム
◎東京芸術劇場



サイト実績
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＜ファッション＆美容＆サービス＞

◎フィンツアー（北欧旅⾏代理店）
◎⾵の旅⾏社（越境旅⾏代理店）
◎松崎カバン（ランドセル）
◎フランドルグループ（ファッション）
◎エミネント（ファッション）
◎株式会社三松（ファッション＆ジュエリー）
◎あきゅらい美養品（コスメ）
◎Bカンパニー（インテリア雑貨）
◎ALIVE（美容院）
◎カリプソ（美容院）
◎リーガロイヤルホテルグループ（ホテル）

＜⾷品＆飲⾷＞

◎揚州商⼈（外⾷）
◎夢屋（外⾷）
◎たいせい寿司（外⾷）
◎アントワークス（すた丼）（外⾷）
◎モローズ（旭川、外⾷）
◎中冷（ニチレイグループ）（製造）
◎袋⽥⾷品（製造）
◎常盤珈琲焙煎所（製造）
◎五⼗鈴（製造）
◎古樹軒（中華⾷材卸）
◎正栄デリシー（⾷品卸）

＜採⽤コンテンツ＞

◎シミックアッシュフィールド（MR派遣）
◎株式会社岡村製作所（⽂具製造）
◎ファイブフォックス（アパレル）
◎向井建設（建設）
◎利友会（⼾⽥建設）（建設）
◎株式会社クイック（採⽤コンサル）
◎富⼠急⾏株式会社（遊園地）
◎⽇本コンピュータ・ダイナミクス株式会社（Sier）
◎株式会社ティージー情報ネットワーク（システム開発）
◎テレビ朝⽇
◎東京建物
◎JT
◎⼤和証券
◎埼⽟県警察
◎三井住友信託銀⾏
◎東京建物
◎NECネッツエスアイ株式会社
◎花王カスタマーマーケティング株式会社
◎アージズジャパン株式会社（ヘッドハンティング）
◎クライスアンドカンパニー（ヘッドハンティング）



動画実績
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◎利友会（⼾⽥建設） 採⽤動画
https://www.youtube.com/watch?v=yrK92DP2yWI
https://www.youtube.com/watch?v=6TvkFOJVQqw

◎東京テアトル（リノまま）シネアド動画
https://vimeo.com/113189126

◎携帯⾳声AI翻訳機 やくし丸 公式CM
https://www.youtube.com/watch?v=A5KCC95rCQ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JDLn02pMjMo&feature=emb_logo

◎プロペラヘッズ＿スウェーデン（DTM）新機能説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=yNP5TJblkFQ

◎FoxitJapan（PDF）公式CM＆説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=BVP97wSF8Jk&list=PLNxZIGQHw9v1tXiqfHBIVOVAzophKZ8g9&index=2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=NgszuQAc48E&feature=emb_logo

◎松崎のかばん（ブランドPR動画）
https://www.youtube.com/watch?v=T3mj-HmiUmY

◎向井建設 採⽤動画
https://www.youtube.com/watch?v=orx9wvWapHM&feature=emb_logo

◎ジェーエムエーシステムズ ビジネスアプリAny3&KAITO｜アプリ機能訴求PR動画
https://www.youtube.com/watch?list=PLvg0zBg6jWQcjs03VupjVMqVp6lu-iQa7&v=VrbMrZdCs5g
https://www.youtube.com/watch?v=Oir4dlAx_iA

◎⽞⽶ブランドサイト ブランドPR動画
https://www.youtube.com/watch?v=1HXTTn88NTI

◎アシストエンジニアリング テレビCM
https://www.youtube.com/watch?v=JFo6kUm6sfA

https://www.youtube.com/watch?v=yrK92DP2yWI
https://www.youtube.com/watch?v=6TvkFOJVQqw
https://vimeo.com/113189126
https://www.youtube.com/watch?v=A5KCC95rCQ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JDLn02pMjMo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yNP5TJblkFQ
https://www.youtube.com/watch?v=BVP97wSF8Jk&list=PLNxZIGQHw9v1tXiqfHBIVOVAzophKZ8g9&index=2
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=NgszuQAc48E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=T3mj-HmiUmY
https://www.youtube.com/watch?v=orx9wvWapHM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLvg0zBg6jWQcjs03VupjVMqVp6lu-iQa7&v=VrbMrZdCs5g
https://www.youtube.com/watch?v=Oir4dlAx_iA
https://www.youtube.com/watch?v=1HXTTn88NTI
https://www.youtube.com/watch?v=JFo6kUm6sfA


リソース
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◎社内体制 社員５名 アルバイト7名

プロデューサー＆CCBコンサルタント １名
ディレクター 2名
営業 2名
デザイナー ２名
プログラマー ５名

◎外部パートナー

フリーランスデザイナー＆プログラマー 20名（内10名は元フブキスタッフ）
イラストレーター２名、ライター4名
カメラマン５名、スタイリスト１名
フードスタイリスト２名、デザイナー３名
フードコンサルタント１名
出版コンサルタント１名、CSRコンサルタント１名
プログラム開発会社3社、翻訳会社2社



会社概要
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株式会社フブキ

＜本社＞
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前2-13−2 ユハラアネックスビル2F
TEL 03-6721-1075 FAX 03-6721-0397

http://www.fubuki.com/
http://www.hometown.ne.jp/

1999年10⽉1⽇

1,000万円

代表取締役社⻑ ⾓川 英治

社員５名 バイト︓7名

・インターネットコンテンツ企画、作成、運営またはそれに付随する広告宣伝業務
・インターネットホームページの企画、開発、制作、販売および保守
・インターネットを利⽤した各種情報提供サービス
・インターネットの利⽤する情報システム及び通信ネットワーク企画、設計、運営に関する受託
・インターネットホームページに関する教育事業
・パンフレット、SPプロダクト、その他販促物のプロモーションおよびコンテンツ企 画ならびにデザイン制作
・映像コンテンツ作成＆企画


