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チャンス創出のために
今、メディアにできること

コロナ禍を生き抜く
メディアコミュニケーション



新型コロナウイルスの影響で、消費者・購買者の行動やマインドが大きく変化し、
セールスプロモーションの在り方に頭を悩ませる企業様が増えています。

こうした流れを受け、「多様化するニーズへの価値提供」をSDGs実現の重点項目に掲げる望月印刷では、
動画やWEBといったデジタルコンテンツに注力。印刷物＋αのクロスメディアによる
最適なプロモーションでお客様のビジネス課題の解決を全力でサポートしています。

高度な印刷加工技術を駆使したパッケー
ジやカード等のデザイン･製造を得意とす
る当社と同じ事業協同組合EPC-JAPAN※

に加盟している、グラパックジャパン株式
会社様では、販売機会創出のため、同社
を中心に「北条風魔探訪会」を発足。小田
原市を舞台に“忍者”による観光集客イベ
ントの推進に取り組むなか、新型コロナの
影響でアプローチ変更を余儀なくされる。
クロスメディアプロモーションに初めて挑
戦した同社は、そこでどんな気づきを得
たのか、お話をうかがった。

　当社（グラパックジャパン）では数年前か
ら「動く絵はがき“ガプラス”」拡販のため、
地方の土産物市場における販路開拓（絵は
がき復活プロジェクト）に取り組んでいま
した。そんななか2015年、“忍者”による
観光業活性化を目的とする日本忍者協議会
(以下｢協議会｣)が発足。翌年に始まった観
光庁の「テーマ別ツーリズム」を受け、協議
会に「絵はがき復活プロジェクト」との親和
性を感じ、賛助会員として“忍者”コンテン

ツの自社商品の企画･開発･製造･販売に乗
り出した、というのが今回の原点です。
　いざ参入してみるとその認知度に反し
マーケット規模ははるかに小さく、協議会
に参加している都市の中でも“忍者”を観
光資源としているところはごくわずか。売
り場をつくるためにはまず、地域ぐるみで

“忍者”を観光資源として押し出す環境づく
りが先決だとわかりました。しかし自治体
や地域との繋がりの薄い、地元企業ではな
い当社にとって、それは容易なことではあ
りません。地域のパートナーとして認めて
もらうには、当社自らムーブメントを起こ
し、地域活性化に貢献するしかない。そこ
で立ち上げたプロジェクトが「北条風魔探
訪会」です。

　本プロジェクトは当社に加え、「手書き
地図推進委員会」を運営する（株）ロケッコ
様、小田原市観光協会の「風魔一党指南役」
である甚川氏（クロスインテリジェンスエー
ジェンシー）の３社で構成されています。
　コロナ禍で次々にイベントが中止になる
なか、観光集客・地域活性化のために何か
できないか。そんな想いから「オンライン 
de Let’s 忍者ミッション」は始まりまし

講演会とワークショップを
WEBで開催

「オンラインde Let’s 
忍者ミッション」

“忍者”コンテンツによる
地域貢献で
地方の土産物市場への
拡販を目指す

た。企画・運営を当社が、「忍者講演会」を
甚川氏が、「手書き地図ワークショップ」を
(株)ロケッコ様が担当し、各自の得意分野
を活かしたクロスメディアプロモーション
をWEBで展開。

　今回、事業協同組合EPC-JAPANのメン
バーである望月印刷さんとコラボして「北
条風魔探訪会」の主催する初のWEB配信
イベントが実現しました。コロナ禍でリア
ルイベントの開催が困難な中で、ワンス

トップで「デザイン」「広報物の制作」「WEB
配信」「ワークショップ用画像投稿システ
ムの構築」を担当してもらったことは、大
変助かりました。
　事前の広報・プロモーションツールの統
一展開ができ、イメージの訴求ができまし
た。加えて生配信当日、初の試みだったの
で、予想外の事も多くありましたが、動画
や番組制作に詳しい望月印刷の桝本さん
が、運営サポートにも入ってくださったの
で、とても心強かったですね。
　視聴参加の結果は、大きな反響にまでは
至りませんでしたが、WEBプロモーション、

イベント、オンライン配信の実践から得た
ノウハウと人脈は、今後のビジネスチャン
ス創出を飛躍させる財産となりました。
　主催者側にとっても、ファンや周知を図
る機会創出の場づくりとして新しい一歩に
なったかと思います。WEB配信で

チャンスを創出！

同社の技術を駆使した動く絵はがき
｢GAPLAS(ガプラス)｣と「ガプラスプレイヤー E」
https://www.gaplas.com/

グラパックジャパン株式会社

第一営業本部企画部 部長

伊奈 雄二  氏

告知プロモーションツール（ランディングページ・フライヤー）の制作、配信当
日のワークショップで使用するための画像投稿システムの構築を担当させてい
ただきました。忍者イベントということで、「手裏剣」をモチーフにロゴデザイ
ンを制作。ランディングページ、フライヤー、動画テロップに展
開させました。オンラインイベント後、商店街でのリアルイベン
ト開催時にも一貫性の演出を想定してデザインを制作しました。

（メディアコミュニケーション企画室：菊池）

クリエイティブ担当からのコメント

ランディングページ

北条風魔探訪会オンライン

オンライン

講演会
第
一
部

オンライン & ワークショップ

手書き地図の書き方
第
二
部

指 令内容

基 本 情報

～ 指令 ! 風魔忍者になって小田原の情報を収集セヨ !  ~

時は戦国、風魔の里。

関東一円を制覇した北条氏を影で支えた風魔一族。

その足跡を辿るべく痕跡を探しオリジナル地図を作りあげよ!

主催：北条風魔探訪プロジェクト 後援：小田原市観光協会╱日本忍者協議会 イベント内容 詳しくは裏面へ
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配信会場

全3回  時間は全日 19:00 ～ 21:00
イベントは1回、もしくは2回のみの参加でもOK! （各回はそれぞれ独立した内容です ※一部重複あり）

NINJA館

参加費

無料

ホスト
小田原市観光協会　風魔一党指南役小田原城歴史見聞館

甚川 浩志氏

Web配信の忍者イベントです!
講演会、ワークショップを通じて
風魔忍者の修行を積もう!

参加申し込みは
Peatixから

特設サイトは
こちらから

忍者忍者ミッションミッションLet’s

＃821926_表

フライヤー

オンライン配信イベントの様子

多様化する
ニーズへの
価値提供

コロナ禍を生き抜く
メディアコミュニケーション

※事業協同組合EPC-JAPANとは
全国各地域の中堅印刷企業により、「変動す
る時代に対応できる知識集約的産業として
豊かな社会の発展に寄与する」ことを目的
に、昭和49年（1974年）に設立された事業
協同組合。

望月印刷株式会社
メディアコミュニケーション企画室

桝本 欽章

顧客ニーズの多様化に加え、SNS、動画配信など、WEBにおけるメディ
アやコンテンツの急速な細分化に伴い、近年、複数メディアを連携させ
たプロモーションが定着しつつあります。なかでもここ最近、注目度が上
がっているメディアが「動画」です。その情報発信力は1分間に180万語、
WEBで3600ページに相当し、「伝わりやすく、記憶や心に残りやすい」こ
とからSNSなど動画プロモーションに力を入れる企業様が増えています。

1分で180万語に匹敵！驚くべき情報発信力

ドローン撮影による記念行事動画、パンフレット制作等、企業様、学校様で
の実績多数。撮影からディレクション、編集作業までおまかせください。

またPR動画以外にも、操作方法や活用事例といったマニュアルや繰り返
し視聴による説明・解説のほか、アーカイブなど動画の用途は実にさま
ざまです。望月印刷では、企画・提案、シナリオづくりから撮影・編集、
WEB配信までワンストップでフルサポート。どうぞ何でもお気軽にご相
談ください。

台本・撮影・編集から発信までフルサポート！

特 集 チャンス創出のために
今、メディアにできること

リアルとWEBを
クロスさせた

イベントプロモーションを
地域活性化の

ハブとして活用

動画プロモーションも
ワンストップで！



コミュニケーションツー ル「 L INE  W O R K S 」を 導 入

昨年から続くコロナ禍で、テレワーク勤務やシフト勤務の導入が加速化しました。当社でも、
業務効率とコミュニケーションの改善を図り、LINE WORKSを昨年末から導入。
スケジュールや情報の共有をチーム、部門間で行っています。
逆境の環境下ではありますが、時代の変化に対応して、お客様、従業員の満足度をアップさ
せながら働き方改革にもチェンジとチャレンジをしています。
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〒338-0007  さいたま市中央区円阿弥5-8-36
TEL.048-840-2111  FAX.048-840-2121
https://www.avenue.co.jp/

「埼玉県SDGｓパートナー」
第１期登録事業者として登録

埼玉県では県内の全ステークホルダーがワンチームでSDGsの実
現を目指す「埼玉版SDGｓ」を推進しています。その取り組みの１
つが、2020年11月に創設された「埼玉県SDGsパートナー」登録
制度です。自らSDGsに取り組む県内企業・団体等が申請するな
か、審査の結果、当社を含む136者が第1期登録事業者として登
録されました。SDGｓの三側面「環境」「社会」「経済」で自社で
の具体的取り組みと目標を掲げ、今後3年間にわたり目標達成に
向け、行動をしていきます。
※当社の取り組み内容と目標値は、WEBサイトSDGｓページをご確認ください。
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EPC-JAPAN加盟 Excellent Printing Community of  Japan

望月印刷では、さいたま市が産官学連携で取り組む
「さいたま市スマートシティ推進事業」のシェア型マル
チモビリティ等の実証実験に法人モニターとして参加
しています。
2月2日、ENEOSホールディングス株式会社様より
小型EV（電気自動車）の貸出を受けました。業務活用
を通じて、市内の移動利便性向上や回遊性向上と環境
負荷の軽減などを両立するシェアリングサービスの
社会実装に、地域事業者として貢献してまいります。

東日本の交流拠点都市として「大宮駅グランドセントラルステーション化構想（ＧＣＳ構想）」が策定さ
れ､ まちやインフラの機能高度化の機運が高まる中、ビッグデータ活用による交通基盤整備や、シェ
ア型マルチモビリティの充実などをICTやビッグデータを活用して実現するスマートインフラにより
更なる交通結節機能の向上を図り、交通結節点とまちが一体となった「スマート・ターミナル・シティ」
を目指すものです。

※さいたま市スマートシティ推進事業

TO P I C
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さいたま市スマートシティ推進事業の

「モビリティシェア実証実験」
法人モニターに参加

望月印刷SDGs広報誌「NEXT」 2021-2号 発行／望月印刷株式会社 SDGs推進委員会


