
会社案内



ご挨拶

はじめまして株式会社ICHIGOJAM代表取締役の田口です。

前職の広告代理店でテレビ、ラジオ、交通広告、屋外広告の

「メディアバイイング」と「クリエイティブディレクション」を担当をしており

ました。

そのほかにも講演会、地域大会、開所式などのイベント提案とプロモーション展開

やディレクション。

ノベルティー、議案書や会社案内など各種ツール類の提案とディレクションなどの

実績を活かして、

現在では地元地域の「人」「モノ」「コト」を活性する取組みのお手伝いをしてお

ります。

能動的に自社ブランドを構築して商品価値を高めて市場に展開する

「人」「モノ」「コト」を応援する会社を目指しております。
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ICHIGOJAMとは？
クライアントと一緒に同じ気持ちを共有しつつ、何がユーザーに刺さるのか？を考え、
効果的なプロモーション展開をご提案します。
「課題」「想い」「狙い」「売り」をヒアリング後に、各案件に対してプランを提出しております。

ICHIGOJAMがご提案するプロモーションとは？

広
告
主

商
品

価
格
設
定

Product

流通
接点

Price Price Promotion

販売
促進
活動

広告主が新しい商品やサービスを開発して、消費者に知ってもらい
使ってもらうために、販売促進活動（プロモーション）をワンストップでご提供します。

消費者が買いたくなる商品、消費者が納得する妥当な金額。求めている消費者が買いに行ける場所を作っていただいた広告主に対して、
買いたくなる広告をうつ。マーケティング戦略のそのひとつ「プロモーション」の部分でICHIGOJAMがお役に立てればと考えております。

販売促進活動
店頭呼び込み・チラシ配布・タイムセールなど

広告宣伝 パブリシ
ティー

販売促進
活動

セールス
プロモーショ

ン

人的販売 クチコミ
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事業内容（販売促進活動の支援）

〇プランニング業務
広告枠の買い付け、特別番組、テレビラジオ提供、テレビラジオスポットのメディアバイイング、

雑誌やインターネット広告など実績を活かしたメディアプランニングをいたします。

・効果的なメディアプランニング（テレビ、ラジオ、雑誌、交通、インターネット広告）

・来店促進プロモーションの企画立案

・認知度アップのためのネーム、キャッチコピー、コピーライト制作、展開支援

・ブランディング支援 スタッフ支援の為の企画立案

・各種調査業務

〇イベント業務 キャスティング業務
多彩なネットワークを利用したプロモーション展開を提案致します。細部のエリア、

広域プロモーション。立体的な演出が可能です。

・イベントプロモーション（地域活性化事業運営等）

・イベント企画立案、イベント演出案制作、企業ブッキング業務

※運営マニュアル、進行マニュアル作成、司会原稿作成

・イベント運営

・モデル・タレント等のキャスティング業務

・通訳派遣

・業務委託スタッフの斡旋

・アクティブシニア向けの音楽会

※クラシック、昭和歌謡演奏会、ピアノ講師派遣、JAZZバンド派遣、音楽ステージ設営、

会場手配）等

〇セールスプロモーションツール制作業務
メーカプロモーション、サービス利用促進、来店誘引など数々実施しております。

立体的なプロモーションの架け橋として是非ご相談ください

・ノベルティ提案/サンプリング用ノベルティ手配

・サンプリングツール制作

・オリジナルノベルティ制作、サンプリング、印刷加工

・グラフィックデザイン制作

・POP制作（店頭POP、店頭ポスター、店頭什器、のぼり等）

・企業用オリジナルCM制作+ＷＥＢ配信

・リーフレット制作

・会社案内ツール制作
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ブラザーお試しプリント
キャンペーン動画

PON万次郎（名古屋ローカル芸人兼アーティスト）
プロフィール

2000年より愛知県内でライブ活動を開始。ライブでは紅白衣装を身にまと
い、お客さんが笑顔になるようなステージを心がける
エンターテイナー。

現在は、ライブ以外にもネット番組やラジオ番組でパ ーソナリティーを務
めるなど、マルチに活動の幅を広げるべく日々奮闘中! i-wave76.5FM(FMい
ちのみや)にて毎週木曜日「ＰＯＮＧ！ＢＡＮＧ！ＲＡＤＩＯ」(２０時～
２１時)のパーソナリティーを担当。２０１５年にはブラザー工業のプリン
ターＰＲＩＶＩＯのネットＣＭに起用される。

ラップができる名古屋のローカルタレントが
当日は周辺を盛り上げつつサンプリングします

『現代版』ちんどんスタイル 街頭にぎやかしサンプリング

ICHIGOJAM所属の名古屋のローカルタレントPON万次郎（通称プロサンプラー）が、
赤と白の個性的で目立つ衣装を着て街の人たちへお声かけしつつサンプリングします。

施策費用50,000円税別→初回キャンペーン30,000円※7時間拘束、交通費別途
ディレクター兼サンプリングスタッフ1名含む合計2名（配布物支給の場合になります）

FMいちのみや収録風景宣材写真

東海テレビ福田彩乃のハツモノ出演 ラップライブ風景

ICHIGOJAMオリジナルコンテンツ
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個人実績

1999年～2003年

○媒体社（雑誌）勤務：広告営業と企画立案業務それに付随するコピーライティング業務を

一人称で担当

※ハウスメーカー、マンションデペロッパー、ホテル、専門学校、ヘアサロンへ企画創案をメインに活動

その他にFMダンボとコラボしたCLUBイベントなども実施（ハイネケン協賛）

2004年～2012年

○NTTドコモ テレビCM（インフォマーシャルCM）：ラジオCM(読み原稿） 制作

○NTTドコモ テレビスポットCM、ラジオ提供用CM：メディアバイイング+進行管理+効果検証

※東海テレビ、CBC、メーテレ、中京テレビ、テレビ愛知、SBS、テレビ静岡、静岡朝日テレビ、静岡第一テレビ

テレビスポット各種ZIPFM、FM愛知、東海ラジオ、CBCラジオ、K-MIX、SBSラジオなど

※ネット番組提供のCM枠（東海エリア）も担当しておりました。

2008年

○NTTドコモ「パケホーダイ」と西野カナ 認知度拡大を目的としたメディアバイイング+制作

※東海４県：ZIPFM、FM愛知、東海ラジオ、CBCラジオ、K-MIX、SBSラジオ

○テレビ愛知自社5秒CM楽曲提供

2009年

○みつえもん（飲食店）、地元アーティストを使用したオリジナルCM制作+メディアバイイング

※テレビ愛知 2クールOA
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2010年

○静岡第一テレビ主催うまいもん祭り（エーベックス、ドコモ、第一テレビ）コラボパケッ

ト通信利用促進企画

※静岡第一テレビ：メディアバイイング、タレントブッキング、WEB連動、イベント運営

○NTT西日本静岡支店：電話応対コンクールイベント運営

2011年～2012年

○月間ブレーン C-1グランプリ谷山賞受賞

○ファッションモデルトークショー（NTTドコモ静岡支店、オスカープロモーション

※剛力あやめ、菊川怜等所属

○ＮＴＴドコモ インフォマーシャルＣＭ、スポット、ラジオ提供メディアバイイング+進行

管理+効果検証

2013年～2014年

○NTTファシリティーズフォーラム運営、開所式運営

○パナソニック ドコモショップ内スマートフォン販売促進イベント

○ゆうちょ銀行冬キャンペーン（東海地区）

○連合愛知 各種ツール制作、大会用映像制作、メディアバイイング+デザイン

○NTTドコモと富士通タイアップらくらくスマートフォン3 タッチ＆トライイベント

（浜名湖アートクラフトフェア）

○郵便局会員に向けたスマートフォン、タブレット教室

○日本酒の認知拡大を目的とした酒造内で実施したJAZZイベント（勲碧酒造）（金虎酒造）
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実績

2016年 トヨタカローラ愛知 イベントコンパニオン手配

三重交通 媒体資料、会社案内制作

三重交通屋外看板製作

ホームメイト屋外看板製作、施工

いけす鶴八CM制作、東海地区テレビCM メディアバイイング

居酒屋鶴八、天下地鶏 オリジナルＴシャツ制作

美濃加茂市オリジナルキャラクター制作

連合愛知 ツール制作

中央組 新社屋お披露目会企画、運営、手配、

その他、ラジオCM、各種ツール制作

2017年 JTB テレビCM制作

住友不動産 イベントスタッフ手配

ナゴヤドーム前イオン モデル、スタイリスト、カメラマン手配

トヨタカローラ愛知 ゆるキャラ、イベントコンパニオン、司会手配 企画運営

モテット サービス付高齢者住宅キャンペーンＬＰ、バナー制作

いけす鶴八テレビCM、制作メディアバイイング

８０ｓダイナーシカゴ テレビCM制作 メディアバイイング

永谷園 イベント企画、タレント手配、ツール制作、運営

中央組 ラジオCM、ＣＭ動画制作、名刺、ツール制作

新通 商品券手配

三交イン 名古屋駅サイネージ、CM動画制作

ＡＤｋ テレビＣＭ用素材プリント

いつばスタッフ 業務委託スタッフ手配

2018年 株式会社センテックスタッフジャンパー地域情報誌誌面制作、掲載

ナゴヤドーム前イオン モデル、スタイリスト、カメラマン手配

新通 商品券手配

永谷園 イベント企画、タレント手配、ツール制作、運営

三重交通 イントラネットソリューションシステム構築

以下予定

マコモナイトイベント運営、大学講演会イベント運営

ダンスリーグ事務局主催イベント運営

レジーナ（全国誌）プレゼントパブリシティ原稿制作

永谷園イベント実施風景

三交インデジタルサイネージ

ルックJTBテレビCM15秒

中高組50周年記念動画

トヨタカローラ新城店リニューアルオープンイベント実施風景

鶴八テレビCM制作風景 ナゴヤドームイオン撮影風景

ICHIGOJAM実績（一部抜粋）

屋外看板制作、取り付け

各種ツール制作

メナージュケリー
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会社名 株式会社ICHIGOJAM

代表 田口敏行

資本金 315,000円

本店住所〒464-0055 愛知県名古屋市千種区姫池通2-2-6

事務所 〒464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通5-19カメダビル3C

電話 052-784-7066 FAX 052-784-7067

E-mail floorship@ag.em-net.ne.jp

設立 2018年3月15日

主要取引銀行 東春信用金庫 大垣共立銀行

主な取引先 名古屋テレビ放送株式会社、株式会社アサツー ディ・ケイ、株式会社CBCコミュニケーションズ

三重交通株式会社、株式会社新通エスピー、竹田印刷株式会社、株式会社中央組

当社は「一期一会」を大事に企画、運営、調整業務。プロモーションに関する

すべての業務を請け負う 広告宣伝事業を展開しています。

株式会社ICHIGOJAMは、一期一会の一期とジャムセッションのJAMを

掛け合わせた造語です。

お客様との出会いは一生に一度であることを心得て、誠意を尽くす心構えをモットーとしております。

株式会社ICHIGOJAM 基本方針、会社概要
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株式会社ICHIGOJAM 代表取締役 田口敏行

1974年8月6日生まれ、名古屋市熱田区出身

大手パチンコメーカー入社後、捨て切れなかった自身のやりたいことであるデザイン関係の仕事に就き

たいとデザイン会社に自分を売り込み入社。

その後製版会社を経て出版社で企画営業を経験するも、大手広告会社でナショナルクライアントのプロ

モーションをしたい！と自身を売り込み入社。

その広告代理店では携帯電話会社から毎月億単位で発注される東海地区のテレビ、ラジオの「メディア

バイイング」と「クリエイティブディレクション」をメイン担当として任されながら、メーカーの全国

プロモーション（東海地区のみ）や講演会、地域大会、開所式などのイベント運営を経験。さらにはノ

ベルティー、議案書や会社案内など各種ツール類の制作などの実績を積み経験した知識を得たことを活

かしつつ、2014年9月に広告代理店を退社。

新たにフリーランスとして展開するも、クライアント0からのスタートに一度挫折を味わうことになるが、

周囲の関係者からプランナーやクリエイターとして紹介されることが増え始め、行政案件から細かな制

作物まで様々な案件に携わるまでとなる。

コンサルティングやプランニング、クリエイティブデザインをメインに個人として携帯電話とパソコン

のみで活動していたが、大きな案件を実施したいと2018年3月15日に株式会社を立ち上げる。

恵まれた才能は持ってないが、ただ「世の中をクリエイトしたい！」

という情熱と「良い商品」をみんなに知ってもらいたいという

「想い」のみで「ブランドを構築して商品価値を高めて市場に展開する」

ことをお手伝いしていく！そんな会社を目指している。

代表取締役 田口敏行
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