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富士通アプリコは、
統合的かつ効果的な
コミュニケーションデザインを
創造します。

Communication
Design Company

Marketing Solution 
■

マーケティング戦略の成功に向けた
プロモーション活動をデザインします

Media Production 
■

クロスメディアのシナジーを活かした
メディア戦略をデザインします

Document Solution
■

コンテンツマネジメントの観点から
企業のドキュメント戦略をデザインします



富士通アプリコは、印刷、Web、映像メディア等の企画・制作において、統合コミュニケーションデザインを
担う『コミュニケーション・デザイン・カンパニー』として、お客様のビジネスにおける様々なシーンでお役立て
いただけるソリューションを提供します。
当社は、アート（クリエイティビティ）とサイエンス（マーケティング・アナリシス・テクノロジー）を融合させた
統合的かつ効果的なコミュニケーションデザインを創造できる強みを
活かし、お客様のマーケティング活動やコーポレートコミュニケー
ション活動を支援し、ブランドイメージの向上、事業の発展に貢献
します。
また、これまで培った印刷・複写技術を活かし、ドキュメントに関する
LCMサービス、在庫レス・デリバリサービスなどのBPOビジネスを通じて、
お客様のコスト削減をはじめとした業務効率の向上に貢献します。
当社の3つの事業「Marketing Solution」、「Document Solution」、
「Media Production」を効果的に融合させることで、コミュニケーショ
ン・デザイン・カンパニーとして、お客様とともに継続的な付加価値
の共創を目指してまいります。

代表取締役社長  碇山 洋一
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マーケティングソリューション
お客様のプロモーション活動をサポートする真のビジネスパートナーとして、多様なサービスを
提供。プロモーション展開における各フェーズで的確な施策展開を実施し、お客様のビジネスを
共に成功へと導くことに貢献します。

戦略・企画 
■

マーケティングコンサルティング
ナレッジファシリテーション

設計・デザイン
■

ペルソナシナリオ策定
メディアプランニング
コンテンツプランニング

Webサイト設計／デザイン
マルチデバイス対応設計／デザイン

イベントプロデュース
拡販資料 VI対応デザイン

実行・運用 
■

Webサイト運用
コンテンツマーケティング

オンライン広告
サーチエンジン最適化（SEO）

ランディングページ最適化（LPO）
導入事例広告
イベント実施

プロモーション映像
ダイレクトマーケティング（DM）

効果測定
■

アクセス解析サービス
プロモーション実施報告
イベント実施報告

Marketing
Solution
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Webインテグレーション
Webサイトを活用した「顧客接点力」の強化
に向け、目標設定から戦略立案、企画、デザイン
企画・制作、運用保守、分析、集客に至るまで、
一連のサービスを提供します。ユーザビリティ
やアクセシビリティに配慮し、多様化するニーズ
に応えるサイトを構築・運用していくことで、
サイト運営にかかる工数削減、コスト削減を
可能にします。

新規リード獲得プロモーション展開
インターネット広告や検索サイト
からの訪問者の心を惹きつけ、
セミナー申し込みなどのアク
ションを促す新規リード獲得プロ
モーション。ランディングページ
の企画・設計から効果検証まで、
製品やサービスのプロモーション
をトータルに支援します。さらに、
サイト訪問者の離脱ポイントを
改善する施策を展開することに
より、集客のための広告費の最適
化を実現します。

コンテンツマーケティングサイトの
戦略企画・運用
継続的なサイト集客を図るコンテンツづくりは、Webマーケ
ティングにおける重要な施策の 1つです。興味関心のない
顧客に認知いただき興味関心を持っていただく、さらに比較
検討段階の顧客に導入を真剣に検討いただくために、ター
ゲットにあわせたコンテンツづくりを企画段階からサポート。
ターゲットとの信頼関係を築くことで、長期的な売上向上に
つなげます。

イベントプロデュース／サポート
インナー向けイベントから展示会出展やプライベート展の
開催まで、お客様の立場に立って目的や予算に応じた設計・
施工をプロデュースします。当日のイベント運営・管理、
ステージ進行、関係スタッフの取りまとめなど、イベント
終了までワンストップでのサポート体制でサービスを提供。
イベントに必須な販促ツールやイベント映像、カタログ・
パンフレットの制作など幅広く対応し、最適な顧客接点機
会を創造します。

2015年度 富士通グループ入社式

現状把握
調査・分析
企画立案

アクセスログ解析
集客施策　SEO／SEM

サイト改修

サイト設計
Webサイトデザイン

Web標準
アクセシビリティ標準
画像デザイン・制作

サイト戦略

運用・更新

設計・デザイン

サイト構築

ターゲット
の明確化 集客施策 ランディング

ページ フォロー

組織規模・職種・
役職などにより
ターゲティングを
実施

ターゲティング
メール・テキスト広
告等、ターゲットを
考慮して実施

ランディングページ
企画・設計、コンテ
ンツ制作、申し込み
フォーム設計

フォローコール
の 実 施 、営 業
担当者へリード
引き継ぎ

興味関心
なし層

興味
関心層 認知

興味

納得

比較
検討層

導入前
検討層
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ドキュメントソリューション
ドキュメントの企画・設計から、制作、管理、運用に関する総合サービスを提供します。 
充実したシステムインフラを活用し、制作から在庫管理、発送、リサイクルまで、効率的なワーク
フローを提案。ドキュメントに関わるトータルコスト削減に貢献します。

在庫・デリバリ
■

カタログ LCMサービス
在庫レス・デリバリサービス

リサイクル
■

分別・古紙リサイクル

制作・運用 
■

データベースパブリッシング
カタログ・パンフレットデザイン
マニュアル組版 DTP、校正・校閲

プリント・オン・デマンドサービス
オフセットプリンティング

複合機アウトソーシングサービス
ECM支援サービス

企画・設計
■

ドキュメント管理システム構築
シングルソース・マルチユース設計

在庫レスワークフロー構築

Document 
Solution
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カタログ LCMサービス
カタログ LCM（Life Cycle Management）サービスは、
カタログの制作から、印刷、在庫管理、配送まで、
当社ドキュメントセンターで一括管理するトータル
ソリューションです。お客様は専用Webサイトから、
在庫照会、出荷・廃棄指示などが可能。出荷推移の
トレンドから設定した在庫適正数を維持するなど、きめ
細かい管理を実施。保管やリサイクルにかかる費用を
削減することで、効率的な在庫運用を実現します。

在庫レス・デリバリサービス
在庫レス・デリバリサービスは、在庫ゼロを可能とし、ドキュメント管理のコスト低減を推進します。本サー
ビスは、従来の在庫に関わる維持管理コストを削減し、ドキュメントの調達業務における BPO（Business 
Process Outsourcing）化を提供します。例えば、多品種の教材・テキストを指定日までに発送する業務に
おける、オーダー受付から制作、顧客への発送までを当社が管理・運用することで BPO化を実現します。

複合機BPOサービス（富士通グループ向け）
複合機の BPOサービスをご活用いただくことで、複合
機の運用にかかる煩わしい管理業務を簡素化いただけ
ます。ベンダーとの交渉、不調時の問い合わせ、課金処
理やデータ集計などの作業は膨大な時間を費やします。
煩雑な作業を当社が一括して引き受け、業務効率を改
善。スケールメリットを活かした運用と料金設定を提
供することで、アウトソーシング施策としての効果を
導き出します。

ECM支援サービス
日々膨大となっていく業務上のデータをセキュアな環境で一元的にコンテンツとして管理する、ECM
（Enterprise Contents Management）は今、注目を集めています。
当社では、従来より紙ベースの保管資料のデジタル化を支援してきました。大量ドキュメントのスキャニング業
務をはじめ、ドキュメントデータの検索・閲覧を容易にするポータルサイトの構築では、Microsoft 
SharePointを活用したソリューションを提案しています。

ドキュメントセンター

カタログ登録
在庫照会
出荷指示

富士ゼロックス提供

複合機の管理業務から解放。付加価値の高い業務への 
シフトが可能です。

お客様からのオーダー（eラーニング、教材購入）

申し込み 申し込み 申し込み 申し込み 2日前 1日前 開催日

オーダー受付

オン・デマンド制作

　　　　発送

BPO
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Webデザイン
Webサイトの構築には、目的の明確化とターゲットニーズの見極めが重要です。さらに、ユーザー満足度を上げるためには、美しいデザインだけ
でなくユーザビリティの改善が必要不可欠となります。当社は独自のデザインメソッドを駆使することで、課題解決をお手伝いします。

■  主要サービス 
Webサイトの戦略コンサルティング 
Webサイトのコンテンツプランニング／制作 
Webサイトの設計・構築 

ユーザビリティ、アクセシビリティコンサル
ティング 
Web広告、マーケティング 
SEOコンサルティング 

アクセスログ解析 
アプリケーションの UI／ UXデザイン　

メディアプロダクション
Web、プリント、映像のクロスメディア制作体制と、イベントデザインを加えた 4つのファンクション
によって、お客様のメディア戦略をトータルにデザインします。

「人間中心設計」をベースとしたデザインを提供します
人間中心設計推進機構（HCD-Net）認定「人間中心設計専門家/人間中心設計スペシャリスト」に、当社の12名（2017年4月現在）が認定を受けています。
人間中心設計専門家によって、より便利で使いやすくユーザーが満足できる商品やシステムを提供することを目指しています。

分析・調査 戦略立案 設計プランニング

戦略フェーズ 運用・検証フェーズ企画・開発・制作フェーズ

デザイン開発・実装

コンテンツ運用

システム運用

プロモーション

効果・検証
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ドキュメントデザイン
富士通ブランドに関する総合ガイドライン FBP（Fujitsu Brand Principles）に精通したクリエイターがドキュメントデザインを担当。メディアを
通して富士通らしさをユーザーに伝えることを強みとしたサービスで、お客様のビジネス活性化に貢献します。

■  主要サービス 
コーポレートコミュニケーションツールデザイン 
販促カタログ・パンフレットデザイン 
プレゼンシートライティングデザイン 
社史・記念誌編纂支援・デザイン

映像・イベントデザイン
映像コンテンツ制作とイベントプロデュース業務を
サービスとしてラインナップしました。密接に連携し
合うメディアづくりと顧客接点機会のステージ演出を
ワンストップで提供します。

■  主要サービス 
映像制作サービス
企画・構成・演出 
キャスティング 
撮影・編集 
海外向け映像 
（ネイティブによるナレーション、 
字幕、翻訳など）

　イベントプロデュースサービス
企画・デザイン・運営

Media Production  

■  制作実績

拠点ご紹介
パンフレット

企業活動ご紹介
パンフレット

社史・記念誌 卓上カレンダー

人の動きと連動した映像
によるイベント演出*

スマートフォン機能
紹介映像

海外向けソリューション
紹介映像

プロジェクションマッピングを活用したイベント事例* *イベント制作協力：株式会社レイ

業務アプリケーション
紹介映像

エコプリンティングの実践

ドキュメントセンター

印刷の過程で、環境負荷となる物質をなるべく出さないことをテーマに、エコプリンティングを実践しています。

カタログLCMソリューションの在庫
サービスの
拠点となる
熊谷ドキュメ
ントセンター

ベジタブルインキの使用
VOC排出量が少なく、環境に優しい
植物油を使用します。

水なし印刷方式の採用
有害廃棄物や廃液を削減し、高精
細な印刷を実現します。

森林認証紙の使用
森林保全につながる印刷用紙を
使用します。

■  制作実績

プリンティング
川崎事業所と熊谷事業所にそれぞれドキュメン
トセンターを配置し、プリント・オン・デマン
ドと大量印刷による、ハイブリッドプリンティン
グ体制を整えました。短納期対応やコストオペレー
ションで、お客様にとってのバリューを生み出し
ます。

■  主要サービス 
エコプリンティング 
イメージバリアブルプリント 
コピー／プリント（はがきサイズ～ A0サイズ） 
ポスター／パネル制作 
名刺制作 
CD-R／ DVD-R コピー・レーベルプリント 
紙折加工 
製本 
ファイリングサービス 
キッティングサービス 
デリバリサービス
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CSR Activities

環境活動
当社は、株式会社 日本環境認証機構（JACO）よ
り ISO14001に準拠した環境マネジメントシス
テムの認証を取得。省エネルギーや資源のリサ
イクルに努めるとともに、環境に優しいシス
テムをお客様に提供するための努力を続けてい
ます。

品質保証活動
当社は、一般財団法人  日本品質保証機構（JQA）
より ISO9001の認証を取得。国際規格に準拠し
た当社独自の品質マニュアルや手順書を作成し、
製品の品質を管理するための品質マネジメント
システムを導入。常に製品の品質管理の向上を
図っています。

プライバシーマーク制度
当社は、JIS Q 15001に準拠した個人情報保護に
関する個人情報保護マネジメントシステムを制
定し、「プライバシーマーク」を取得。個人情報
保護の重要性に鑑み、個人の人格尊重の理念の
下、Webサイト制作、映像制作、各種印刷・製
本や DM発送の個人情報の適切な保護に努めて
います。

FSC®/PEFC認証
FM認証された森林から生産された木材･紙製品
を適切に管理・加工していることを認証する
COC認証を取得しております。

水なし印刷
当社で作成する印刷物は、全て有害な廃液が一
切出ない水なし印刷を採用しており、環境との
調和を目指しております。

貢献事業者表彰
長年にわたり制度の推進に貢献したことによ
り、JIPDECから「プライバシーマーク®制度貢
献事業者表彰」を2018年1月11日に受賞いたし
ました。

PEFC/31-31-151

持続可能な
森林管理の促進

www.pefcasia.org

アクセシビリティの改善による社会貢献
当社では富士通のWebアクセシビリティポリシーに
則り、Webコンテンツを制作しています。場所や機
器など利用環境を問わず多様な身体特性でも利用で
きるよう、アクセシビリティに配慮し、より快適な
見やすさや使いやすさを実現します。

AR技術による社会貢献
印刷物にスマートフォンなどのデバイスをかざすと、
画像や文章などが現れる AR技術を利用することで、
多くの人がより多角的に情報を受け取ることができる
ようになります。この技術を進めることで、ペーパー
レス社会にも貢献していきます。

地域社会貢献
熊谷地区では 2014年より、近隣の小中学校を対象に
職場体験の受け入れをしています。また、2016年か
ら京浜地区も川崎市の中学校に、職場体験の場を提供
しています。

CSR活動
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Company Profile
会社概要
商　号 富士通アプリコ株式会社
 FUJITSU APRICO LIMITED
本　社 〒211-0041　神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5（富士通株式会社 中原ビル内）
代表者 代表取締役社長 碇山 洋一
設立年月日 1980年10月20日
資本金 5,000万円
株　主 富士通株式会社（出資比率：100%）
従業員数 168名　2018年4月現在

事業所
川崎事業所（本社） 〒211-0041　神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5
 （富士通株式会社 中原ビル内）
  Tel：044-754-4010（代表）

小杉事業所 〒211-0011 　神奈川県川崎市中原区下沼部1812-10
 （富士通株式会社  小杉ビル内） 
  Tel：044-434-1640

熊谷事業所 〒360-0801 　埼玉県熊谷市中奈良1224
 （富士通株式会社  熊谷工場内）
  Tel：048-526-5321　

沿革

1980年 10月

JEF（日本語情報システム）を使用した版下作成業務、一般複写業務ならびにコン
ピュータを用いた製版・印刷技術の研究開発・コンサルティング業務を主な事業内
容として、富士通株式会社の全額出資により、総務部、複写部、出版部の組織を編成
し設立  資本金 3,000万円

1981年 4月 FACOM M160／JEFシステムを導入し、FDMS／JEF（日本語文書処理システム）により
量産体制を確立

1985年 2月 IPS （富士通統合印刷システム）、ビデオテックス文字図形画面製作設備を導入

1988年 5月 図面入力設備導入

1990年 6月 資本金1億2,000万円に増資

9月 CD-ROMプレマスタリング業務を富士通より全面移管

電子編集・メディア関連・文字フォント等の新規事業の展開

1991年 1月 電子技術者の派遣および教育事業開始

1992年 5月 新規事業DPS業務本格稼働開始

1994年 4月 熊谷事業所を開設

1997年 6月 熊谷事業所でISO14001の認証を取得

1998年 5月 一般労働者派遣事業の許可を取得

2000年 3月 川崎地区事業所においてISO14001の認証を取得

2003年 9月 川崎事業所、小杉事業所、熊谷事業所においてISO9001の認証を取得

2004年 3月 富士通グループ会社（当社を含む）がISO14001統合認証を取得

2005年 10月 プライバシーマークを取得

2006年 9月 FSC森林認証を取得

2007年 1月 有料職業紹介事業開始

2013年 1月 熊谷カタログセンターを開設

2014年 5月 熊谷ドキュメントセンターにPODラインを導入

2018年 4月 労働者派遣事業および有料職業紹介事業ならびにこれらに付帯関連する一切の事業
をFUJITSU UT株式会社に譲渡

資本金5,000万円に減資



富士通アプリコ株式会社
〒211-0041 神奈川県川崎市中原区下小田中2-12-5（富士通株式会社 中原ビル内） Tel:044-754-4010
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