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はじめに

• ご挨拶

– 国際社会、経済が大きく変革する
中で、ビジネスと人との関係、マ
ーケティングも変革期を迎えてお
ります。

その中でメディアの活用方法、ま
た企画・制作方法は、多岐・多様
になり、高度化しております。

– プロデューサー玉腰泰三は、多岐
の情報から、共生・共感・平和 / 創

造・革新・再構築をテーマに、信
頼できるチームをプロデュースし
、社会性の高いビジネス価値を創
出します。

• 方針

– 大学時代は、水泳選手、現在は音
楽活動で、心身ともに健康に努め
生活しております。

仕事では、様々な職務にて自分の
アイデアをビジネスに生かす喜び
を体験してまいりました。

– 今までの経験で身につけた企画力
・構想力、多岐にわたる人脈、コ
ミュニケーション能力と折衝力を
活かし、社会的に意義のある仕事
に取り組んでいきたいと考えてお
ります。



メディア＆マーケティング プロデューサーとは？

メディアやマーケティングを新展開するにあ
たって企業が直面する３つの課題をソフトと
ハード両面から解決するアウトソーシングサ
ービスです。

１、人材、スキル・ノウハウ
アイデア コンサルティング 業者選定
新事業 サイト運営（受託） プロモー
ション

２、事業リスク低減
リサーチ、効果測定、事業性検証

３、投資費用の低減・回収の短期化
企業アライアンス、資金調達、投資、
経費削減、生産性向上

新しい事業/メディア/商品/流通/イベントを、
発想/創造します。

１、情報収集（世相、人脈、会合、媒体、最

新体験、希少体験・・・）

２、新しい発想（コンセプト・アイデア、情

報や商品や企業の組み合わせ）

３、成功へのシナリオ（企画書面、ビジネス

モデル、金の流れ）

４、企業、人など構成メンバー決め（折衝→

共感作り）

５、事業価値・顧客満足の確認、実務進捗管

理、スケジュール・予算管理など



メディア、マーケティング業務は、外部企業との適切な関係づくりが重要です。

• 近年「ダイレクトマーケティング」「データベースマーケティング」「CRM」「インターネットマーケ
ティング」が活況しています。商品の差別化が難しい、物あまりの経済社会では、売り手が買い手に近づく
流通形態、マーケティング施策による差別化が重要だからです。

• １００年に一度の景気低迷時期に、高収益な事業運営を行うには、マーケティング、メディアによる他社と
の差別化展開、マーケティングデータを核としたオリジナル商品、サービスの開発が不可欠です。

– 景気の低迷、消費の冷え込み、新規顧客開発コストの高騰

– 媒体の多種多様、高度化、インターネットメディアの急激な変化、複数メディアの統合

– 個人情報保護法

– 短期利益の追求による独自商品開発の困難

– 経営資源集中による周辺業務、間接業務の外部委託化

• 差別化展開には、優れた外部企業と共に、自社単独では実現不可能な新たな差別化価値を創造することです。

– ただし従来の受託業型（請負仕事）の企業では役不足

– 差別化価値を生み出すパートナー像

• ITスキル、実績・ノウハウなど、自社にない領域を補う、信頼のおける協業者、パートナー。

• 先行投資のリスク分担しあう、協業者。共同事業者・アフリエイト・代理店的事業者。

• 媒体社・ネット事業者・フルフイルメント事業者など自社事業展開に必要なインフラを保有す
る事業者との提携、連携関係

社会全体、消費者のハッピーを目指したうえで、

企業同士また周辺事業者共に、栄え、信頼、長期継続あるパートナー関係をプロデュースします

テーマは『Ｗｉｎ Ｗｉｎ Ｈａｐｐｙ』私の創造するビジネス体制



メディア マーケティング 業務実績（協業プロジェクト推進実績）

• 1984年４月～2006年1月
株式会社コーヨー２１ 東京事業本部（/http://www.koyo21.co.jp ）
１、印刷・編集制作 営業実務、「データベースパブリッシング」デジタル編集の提案

電通・博報堂、鹿島建設、東京ガス、サンデン、三和銀行、ソフトバンク、ローランド、チューリッヒ
生命、サントリー、ＮＴＴデータ、三菱電機などとの取引開発と営業活動。
２、通販業界向け媒体出版事業「カタログコレクション」の企画・開発
1994年８月 複数のカタログ通販会社を掲載した新聞チラシ「カタログコレクション」（当時名：通販
大百貨）を４社による共同事業で開始。新規顧客リストの開発を目的に、日本全国、欧米の通販会社の
カタログを掲載した新聞チラシを2005年までに4600万世帯へ配布、363社が参加。110万人の新規顧客リ
スト開発。 1995年 媒体の参加企業をインターネット上で紹介し、カタログ請求とともに、商品購入が

できる「インターネットショッピングモール」をスタート。衛星放送展開。ラジオ展開。マルチメディ
アキオスク展開。
３、インターネットポータル事業「通販１ドットコム http://2han1.com 」の企画・開発
株式会社WEMAとの協業により事業開始。高島屋、東急百貨店、大丸百貨店、アリコ等の参加。
2004年 ＮＴＴ番号情報（タウンページ）と提携。 現在、株式会社WEMAにより運営中。
４、ＮＴＴデータとのＯＮＥＴＯＯＮＥマーケティング提携事業へ参画
ＮＴＴデータ、アプラス、船井総研、コーヨー２１による店舗支援事業プロジェクトへ「ONE TO ONE 

DM」にて参画。
５、スポーツクラブ開設支援プロジェクト 実務担当
東京ガス、サンデンなど スポーツ施設開設における施設計画、販促企画、ＳＰイベント開催など事業
運営全般をコンサルティング企業との協業で実務担当

• ２００６年９月から ２００７年３月まで
ヤマトダイアログ＆メディア株式会社メディア・マーケティング課マネージャー http://www.yamato-

dm.co.jp/ 

日本：ヤマト運輸（ヤマトホールディング５１％）と、ドイツの郵政公社に当たる最大手運輸企業ドイ
ツポストワールドネット（ＤＨＬジャパン４９％）の２社により、２００６年４月に設立されたヤマト
ダイアログ＆メディア株式会社にて、ダイレクトメール型フリーマガジン「オトリヨセ＊スタイル」「
大人の偏差値」を事業開発。ビジネスモデル、出版企画、Web・携帯サイト構築の責任者を行った。

• ２００８年６月より「プロデューサー玉腰泰三」を開業
BTOBのポータルサイト「マーケティング支援.jp」事業をアイエムプレス、WEMAとの協業で開始。
通販１ドットコム サイト内にて、ソフトバンクとの連携によりソフトバンク携帯ショップを開店
プロデューサー玉腰泰三SNS 開始。
TVショッピング商品開発、地域活性化メールマガジン、大手飲料メーカーＥＣサイトコンテンツなど

http://www.koyo21.co.jp/


マーケティング領域

いずれの段階からのお手伝いも可能です

事業企画開発
商品企画開発

メディア企画・開発
・インターネット
・そのほか

チャネル企画・開発
営業企画・開発



インターネットマーケティング実績

ＷＥＢプロモーション領域

システム領域

企画・コンサルティング領域

受託作業領域

ＷＥＢプロモーションの企画

アフィリエイト展開の企画・設計

リスティング広告展開の企画・設計

ホームページの企画

ＷＥＢ・携帯システムの企画

WEB・携帯 ＥＣサイトの企画・設計

WEB・携帯ポイントサイトの企画・設計

基幹システムの企画

業務管理システムの企画・設計

在庫管理システムの企画・設計

携帯サイトの企画

ＳＥＯ施策の分析・企画

ＰＯＳシステムの企画・設計

ＷＥＢプロモーションの実施代行

アフィリエイト展開の実施代行

リスティング広告展開の実施代行

ＳＥＯ施策の改修実施

ホームページの制作・メンテナンス代行

携帯サイトの制作・メンテナンス代行

ＷＥＢ・携帯システムの構築・運用代行

WEB・携帯 ＥＣサイトの構築・運用代行

WEB・携帯ポイントサイトの構築・運用代行

基幹システムの構築・運用代行

業務管理システムの構築・運用代行

在庫管理システムの構築・運用代行

ＰＯＳシステムの構築・運用代行

データセンター運用（ハウジング・ホスティング受託）



■ネットプロモーション・通販サイト運営受託■
• 刻々と変化するネットマーケティング手法をいち早く取り入れ費用対効果を創出

・サイト／商品訴求

・見込み客の誘導

・見込み客の誘導

②アフリエイト実施展開

サイトプロモーション（通販１ドットコム）

④プレゼントサイトへの出品→商品検証

①支店展開
・本店への見込み客の引渡し

・メルマガ登録告知

・見込み客の誘導

・テストマーケティング

・リストアップ

⑥ＳＥＯ・ＳＥＭ実施

顧客囲い込み

⑦メールマガジン

企画・配信

⑧ピックアップ特集ページ週次展開

⑪ブログによる情報配信・コミュニケーショ

ンの促進

商品プロモーション

⑩コミュニティーＦＭ局

ＣＭ／生受け実施

・見込み客の誘導

・商品のクチコミ展開検証

ユーザ導線分析

⑨アクセスログの即時・詳細分析による

ページ改修

⑤オプトメールによる

ダイレクトＥメール広告

・サイト／商品訴求

・見込み客の誘導

③アフリエイト

実施展開
・②と③はどちらから

片方

携帯電話・新聞チラシ

既存媒体との連動

⑩動画番組展開

http://www.google.co.jp/search?q=vincent+van+gogh
http://www.yahoo.co.jp/
http://2han1.com/index.asp
https://www.demail.ne.jp/
http://www.au.kddi.com/seihin/kinobetsu/seihin/w41k/index.html
http://www.oishisajiman.com/tokushuu/index.html?pid=2han1&af=2h1fod002


媒体制作受託：デジタル連動印刷物・インターネットサイトなど

●印刷物、web、動画映像の企画・編集から製造まで一括受託

●商品情報の共用化を実現したデータベースの構築運用

・効率的な情報管理のアウト・ソーシング ・情報共用（イントラネットの整備）・制作管理の高効率化



クロスメディア実績： 「カタログコレクション」

リストデータ

カタログ概要

通販カタログ送付

新聞チラシ

カタログコレクション

Web（通販１ドットコム）

受付入力作業
データ処理

葉書
ＦＡＸ

通販カタログ

参
加
通
販
企
業
様

全国

通販利用者

複数社の通販カタログや資料を掲載し、ハガキやＦＡＸにて請求を受け付ける仕組みのB4サイズの新聞折込チラシによる広告出版事業。
カタログ通販会社の参加により創刊。28回発行！357社参加。4,6560,000世帯へ配布、顧客開発約109万人。

QuickTimeý Ç²
Planar RGB êLí£ÉvÉçÉOÉâÉÄ
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通販１ドットコム（つーはんわんどっとこむ) http://2han1.com

幅広い通販業種で効果
２０〜40歳代を中心に幅広い年齢層、ま
た男女均等の利用者です。総合通販、専
業メーカー、保険通販など幅広い企業様
からご利用いただいておりました。

通販愛好者のサイト
にて商品訴求・販売

「通販テーマパーク」を
キャッチフレーズに1.求む、
2.買う、3.読む、4.集うの4
つのテーマにより、カタロ
グ通販、テレビショッピン
グ、ネット通販など幅広い
通販愛好者に対して、通販
情報を提供しております。
サイト内にあるECショップ
にて特別販売を行っていま
す。

中高年層もサイト集客

既存媒体と連動し、中高年層の集
客にも効果を上げてました。

新聞チラシ「カタログコレクション」
＊配布実績4656万世帯

ラジオ局「レインボータウンＦＭ」
＊2005年10月実施

信頼の顧客データ管理
カタログコレクションの実績を含めま
すと、掲載会社363社に対して、新規
顧客開発111万人。2005年より暗号化
データ納品体制ご用意。大手百貨店
様、保険会社様にも安心してご利用
いただいております。

ソフトバンク携帯の販売
２００８年３月ソフトバンク社と
契約し、販売開始。２４時間いつ
でもお申込可能！ご自宅から携帯
電話をご購入できます。

http://onlineshop.mb.softbank.jp/wos/html/shop_campaignmnp.html


カタログコレクションと通販１ドットコムの顧客開発実績

10年前より29回発行！！363社参加。46,560,000世帯へ配布、顧客開発110万人！。

号 配布年 チラシ配布地区 チラシ配布世帯数 顧客開発総数 枠数 1枠あたりの開発数
1 1994 東京 1,000,000                 117,500                  19    6,184                         
2 神奈川 2,260,000                 33,950                    16    2,122                         
3 1995 東京 2,000,000                 288,000                  27    10,667                       
4 関東全域 5,500,000                 72,000                    30    2,400                         
5 東京・ 神奈川 2,000,000                 126,000                  40    3,150                         
6 1996 北海道・ 東京 2,500,000                 114,000                  20    5,700                         
7 東京～愛知 2,500,000                 21,000                    33    636                            
8 大阪～福岡 1,500,000                 75,600                    38    1,989                         
9 1997 東京 1,000,000                 6,000                      6      1,000                         
10 東京 1,000,000                 24,000                    17    1,412                         
11 1998 東京・ 埼玉 1,000,000                 37,200                    9      4,133                         
12 神奈川・ 東京 1,000,000                 10,000                    8      1,250                         
13 1999 東京 200,000                    1,200                      4      400                            
14 東京 1,000,000                 4,000                      6      666                            
15 2000 東京 1,000,000                 20,000                    9      2,222                         
16 2001 東京 1,000,000                 5,000                      19    263                            
17 東京 1,000,000                 18,000                    9      2,000                         
18 首都圏 2,000,000                 73,000                    10    7,300                         
19 2002 首都圏 1,000,000                 6,600                      5      1,320                         
20 首都圏 1,000,000                 15,000                    5      3,000                         
21 首都圏 600,000                    300                         2      150                            
22 2003 首都圏 1,000,000                 7,522                      4      1,881                         
23 東京 1,000,000                 3,463                      4      866                            
24 東京 500,000                    200                         2      100                            
25 2004 東京・ 埼玉・ 千葉 2,000,000                 8,200                      4      2,050                         
26 首都圏 5,000,000                 400                         2      200                            
27 東京 1,000,000                 2,000                      4      500                            
28 神奈川・ 東京・ 埼玉 2,000,000                 8,000                      5      1,600                         
29 2005 東京 2,000,000                 10,000                    6      1,667                         

46,560,000               1,108,135               363  
29号（ 10周年記念号商品購入枠3枠） は、3月15日発行/締め切り前のため予測値。



ＢＴＯＢポータルサイト事業 「マーケティング支援.jp」

マーケティングを支援する企業が集うWebサイト 「マーケティング支援.jp」を基点としながら、
多種の施策を組み合わせ、費用対効果の高い営業支援を行うサービスです。

業界誌
月刊『アイ・エム・プレス』
読者３６,０００人以上

http://www.im-press.jp/

見込客開発、サイト集客、セミナー運営、事例紹介・・・・
手間のかかる企業向け営業施策を一括でお引き受けします。
効果測定・予算管理・スケジュール管理・運営などがとっても楽！！

Webサイト「マーケティング支援.jp」

メールマガジン発行
CRM事例研究セミナー開催



多種多様な通販関連セミナーを開催、また講演や執筆・新聞リリース発信、コンサルティング、人材や企業の紹介を行って
おります。

●セミナー講師を多数行いました。

『新たな商習慣を切り開く！電子カタログのトレンドとその利用術』

『高速ネットワーク時代を迎え何を考えなければいけないか? 』印刷技術協会

『通販大学』北海道 講座、「カタログコレクション」「通販1ドットコム」

「稼働率アップの通販カタログ作り」

「TSUHAN2008」マーケティング支援.jpプロジェクト

「ダイレクトマーケティングワークショップ DMW」そのほか多数

通販セミナー・PR活動・コンサルティング・執筆・企業紹介・人材紹介・コーディネート実績

『通販大学』北海道講座
セミナー風景

●研究活動 研究会への参画
ダイレクトマーケティングワークショップ
（DMW）にて副理事
マルチメディア研究会、EC研究会、未来メディア研
究会、マッサージ研究会ほか多数へ参加

●新聞雑誌掲載実績多数＜別紙＞
●業界誌執筆実績多数＜別紙＞

業界関係者
データベース画面

●業界関係者データベースの保有
上記により取り引きした方々、名刺交換した方々など
を整理し作成された人材データベースの人数は、5,900

人。この人脈を元に、通販事業者への提案・提携業務
を行っております。

●メディア、マーケティング関連メールマガジンを関係者
3,000人へ発行中です。読者は、メーカー、流通事業、イン
ターネット関連事業、広告事業を行う企業のマーケティング
関係者です。



プロデューサー玉腰泰三 概要
http://taizotamakoshi.jp

事業案内

１、 プロデュース

・インターネット事業
マーケティング支援.jp（ＢＴＯＢポータルサイト）

http://マーケティング支援.jp/ 

http://xn--dck0ab8fsfofncv736d8kc.jp/ 

通販１ドットコム(B TO C 通販ポータルサイト）
http://2han1.com/ 

ソフトバンク携帯ショップ
http://2han1.com/sp_softbank.asp 

ビジネス交流を目的とした「プロデューサー玉腰泰三ＳＮＳ」
http://ttaizo.so-netsns.jp

プロデューサー 玉腰泰三 通販サイト（携帯専用）
http://freb.jp/tamakoshi 

・ＩＴ、ダイレクトマーケティング、CRMを活用したビジネス
・商品開発、商品流通

・イベント（ビジネスセミナー、音楽イベント、クルーザーイベント、各種
パーティー）
・電子出版
玉腰泰三の「インターネットを活用したコミュニケーションの考察２００９」
２００９年５月８日 ”まぐまぐ！マーケット”より発売開始！
http://www.mag2market.com/profile/566/

２、 支援・受託
・通信販売、ＥＣ、ＣＲＭ、ダイレクトマーケティング、ホームページ制作、
メルマガ制作、印刷制作

・営業、取引先開発、ＷＥＢ集客、販売支援
日本医療企画「病気予防百科」販売中

・人材・企業コーディネート、新規事業企画・提案活動
・資金調達支援・各種コンサルティング

ビジネス活動

１、マーケティング研究団体「ダイレクトマーケティングワークショッ
プＤＭＷ」東京 副理事長http://www.dmw-japan.org/ 

２、セミナー講師実績多数 業界団体、研究団体など多数参加
３、業界関係者 名刺データベース保有

取り引きした方々、名刺交換した方々などを整理し業界関係者データ
ベースを構築。人数は、6,000人。この人脈を元に、ＥＣ・通販事業者へ
の提案・提携業務を行っております。メールマガジンを業界関係者
3,000人へ不定期に発行中。まぐまぐ「プロデューサー玉腰泰三の近況と
ご提案」 http://www.mag2.com/m/0000272294.html

４、日経ＢＰ社ほか業界紙へ執筆多数

自主活動
１、研究活動（ダイレクトマーケティング、ＥＣ、メディア ほか）
２、ビジネス交流サイトの運営（http://www.edita.jp/taizo/ ）
３、飲食店舗の研究（食品衛生責任者資格保有）
４、ボランティア、チャリティー、環境保護、国際交流
５、音楽活動
TNC Brightness Singers に所属しライブ活動。2008年12月ＣＤ発売
（http://www.tnc-bs.com）
６、モータースポーツ
（国内Ｂ級サーキットライセンス保有）
７、露天風呂、温泉、オープンカーの研究会実施

プロデューサー 玉腰泰三 事業拠点
〒115-0054 東京都北区桐ヶ丘１－１８－４４－５０５
【TEL】080-5421-5125

pro@taizotamakoshi.jp

http://taizotamakoshi.jp


