
■デジタルとリアルの力を最大限活用したマーケティングの実現へ

広告、イベント、マーケティング領域のデジタル化が進展する中、私たちNTTアドグループはこれまで

様々なチャレンジを行い、各種イベントのデジタル化、スマート化の取組み、高精細サイネージ・SNS・

動画などのメディアと位置情報を掛け合わせたICT×街づくりマーケティングへの取組みなど、新たな

ビジネスを通じて、事業構造の転換を進めてきました。

私たちはNTTグループのハウスエージェンシーとして、NTTグループが目指すデジタルトランス

フォーメーション（DX）の推進、スマートワールドの実現に向け、従来のリアルな広告、イベントで

培ったノウハウと、新たなデジタル分野での知見を最大限活用して、より迅速かつ大胆なチャレンジの

もと、お客さまのマーケティングに貢献していきたいと考えています。

■NTTアド グループ体制

NTTアドは、エヌ・ティ・ティ出版株式会社、株式会社情報通信総合研究所、日本コンピュータ・

アーツ株式会社、株式会社DX Catalystとの5社でNTTアドグループを形成。

各社の強みを活かしたグループ連携により、お客さまの企業コミュニケーションを支える、

オリジナリティ溢れたソリューションをご提供します。

Our Vision



NTTアドは、常に最先端のノウハウで、お客さまの課題解決に大きく貢献いたします。マーケ
ティング、メディアプランニング、クリエイティブ戦略の立案などマーケティング・コミュニケー
ション戦略の全ての領域において、お客さまのビジネスにコミットできる機能を有し、お客さま
が求めるソリューションをご提案いたします。マーケティングや広告ビジネスの領域では、
デジタルテクノロジーの進化により、IoT、ビッグデータ、AI等を活用した新しいサービスや
革新的な技術が次々と現れています。NTTアドは、NTTグループの一員としてこうした技術も
活用しながら全てのセクションが一体となり、お客さまとその顧客の間に立って、両者をつな
げる最良のコミュニケーションデザインを設計し続けます。確かなソリューション体系で、それ
ぞれの部門がシナジーを生み出して、人の心を動かす最先端の戦略を創造します。

デジタル

●デジタルコミュニケーション戦略
●ソーシャルメディアマーケティング
●OtoOプロモーション
●UX／UI設計、アプリ／テクノロジー開発
●サイト／キャンペーン設計・運用・管理

マーケティング／ブランディング

●戦略プランニング
●ビジネスモデル構築
●ブランドコンサルティング
●市場調査
●研究開発
●スポーツマーケティング
●地方創生推進企画
●グローバルブランディング
●eスポーツ

クリエイティブ

●プロモーションデザイン
●デジタルコンテンツデザイン
●SP／イベントデザイン
●CI／VIデザイン

メディア

●メディアプランニング
●メディアバイイング
●メディア開発
●メディア効果検証

PR／AR／IR

●報道対応・分析
●トップ広報
●クライシスコミュニケーション
●インナーコミュニケーション
●戦略PR
●アナリスト対応
●投資家対応

Account Planning

Client

Digital PR／AR／IR

Media

Our Value

Customer

NTT ADVERTISING, INC.

Marketing／
Branding

Creative

NTTグループのICT技術を活かし、時代のニーズに合った新しい切り口の商品を開発していきます。

Products

■空気読本（不定期発行）

消費者インサイト、メディアなどの多様化が急速に進む今日、数値上に表れてこない情報に
こそ、これからの市場を予測する重要なヒントが隠されています。NTTアドは、独自に調査・
取材・分析を行い、それらをオリジナルコンテンツとしてまとめ、新たな企業コミュニケーション
戦略のヒントを発見するツールとしてご提供しています。

Publishing

■秋葉原UDXビジョン

マルチ・カルチャー発信拠点である秋葉原に集う若者やビジネスマンに対して、新しい情報や各企業の広告を放映する
「秋葉原UDXビジョン」は、LED発光画素を6㎜間隔で実装した高細密によるフルハイビジョンで、4K/2K映像再生にも
デュアル対応し、屋外の大型サイネージとしては国内最高水準の高画質を実現しています。広告の放映をはじめ、ニュース
や天気予報などの有益な情報の提供、海外から訪れる訪日外国人旅行者向けの日本各地の地方創生イベントや4K映像を
活用したライブ中継などによる情報発信も展開しています。

［主な特長］
○放映時間：9時～23時（14時間／日）
○画面サイズ：横11.90m×縦6.91m 
　16:9画面

　（都条例規制内でほぼ最大画面サイズ） 
○輝度：5,000cd／㎡
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◀新宿 千葉▶［電気街口］

こちらから
アクセスして
ご覧ください。

○弊社ホームページにてご覧いただけます。

空気読本 vol.21

位置情報で「見える化」する
インバウンドマーケティング

社会・文化・消費に多大な影響を与えて
いるコミュニケーションの新しい潮流を、
NTTアド独自の調査・取材・分析で
レポートしています。

こちらから
アクセスして
ご覧ください。



NTTアドは、B2B、B2Cを問わずあらゆる企業・商品・サービスについてのマーケティング戦略
の構築を支援し、心を動かして行動へと導くコミュニケーションのシナリオを設計します。また、
社会動向や市場、消費者動向など、マクロな視点でのマーケット把握から、提供サービスまたは
広告展開に対する消費者の反応といったミクロな視点での実態把握まで、リアル＆デジタルの
データ活用や分析による幅広いマーケティングの機能を装備し、お客さまの抱える様々な課題
に対してトータルに対応するコンサルティング＆ソリューションをご提供します。

Marketing

NTTアドは、企業・事業または商品・サービスが、世の中からより支持を受けて成長軌道を描ける
よう、そのブランドアイデンティティを明らかにします。そして、ブランド戦略の構築から、ステーク
ホルダーに対するブランドコミュニケーション活動の展開まで、ブランドマネジメントのPDCAを
ワンストップで支援します。

Branding

ブランド価値向上のための戦略構築

ブランド
コミュニケーション

課題抽出と
戦略・施策の改善 ブランド

マネジメント

市場の現状把握、ポジショニング

マーケティング目標と現状のギャップを発見

コミュニケーション目的、目標＆ターゲット設定

ギャップの原因究明＆チャンスの発見

ターゲットを動かすキーアイデア

社会環境／業界動向調査

ブランド／サービス浸透度調査

ニーズ抽出／サービス受容性調査

広告／プロモーション浸透度調査

リサーチ

ブランド評価／ブランドコミュニケーション評価

Action

Check

Plan

Do

マーケティング戦略構築

問題発見

コミュニケーション課題抽出

コミュニケーション戦略構築

コミュニケーションシナリオ

マクロ的な環境把握

市場の実態把握

ユーザーニーズの抽出

プロモーション効果の測定

NTTアドは、お客さまの戦略的な広報施策を幅広く支援します。PRにおいては、メディア
トレーニング、報道論調分析、記者会見支援など、報道対応分野までサポート。顧客が、
その企業の“ファン”になるようなPR活動を支援します。また近年、日本の株式市場では、
海外機関投資家、個人投資家などのウエイトが増し、情報を迅速に提供していく重要性が
急速に高まっています。そこでNTTアドは、コーポレートサイトでの情報開示、株主総会の
運営、投資家向けの広報誌制作など、効果的なソリューションをご提供し、企業価値を
高める支援を行っています。産業アナリスト向けの戦略レポート作成も支援するなど、
PR、AR、IR、いずれにおいてもお客さまを取り巻く市場動向を捉え、的確な支援で、高い
コミュニケーション効果を引き出します。

PR /AR / IR

コーポレートコミュニケーション

報道対応

報道分析

商品PR

Web PR

トップ広報

広報人材育成

クライシスコミュニケーション

インナーコミュニケーション（社内広報）

アナリスト対応

投資家対応

マーケティングPR



Case Study
NTTアドは、優れたクリエイティブ力を武器に、あらゆるメディアで、訴求力の高い表現を
実現してきました。数々の実績の中から一例をご紹介します。

NTTドコモ
（バリアブルDM）

NTT東日本
（ポスタ― 2019大宮アルディージャ
「オレンジの絆」篇）

NTT東日本
（テレビCM 2019大宮アルディージャ
「オレンジの絆」篇）

NTT
（海外展示会プロモーションビデオ）

NTTドコモ
（dカード GOLD 
WEB プロモーション）

NTTドコモ
（WEB 災害用音声お届けサービス）

NTTアドは、アートディレクション力やコピーライティング力を軸に、デジタル、グローバル
対応など豊富な知見と、パートナー企業を広く求め、新たな領域での価値創造を目指します。

（1）新たな技術や市場動向の情報収集による知見の拡大
（2）クラウドソーシングなど、デジタル技術を持つ協力会社の開拓と活用
（3）クリエイティブ力を活かし、新たな表現分野へのチャレンジ

Creative

■イベント

■販促プロモーション

企画から運営までトータルなキャンペーン設計を行い、成果を確実に残すプロモーションを実施しています。
ソーシャルメディアなども活用して話題化を図るなど、商品への興味喚起、購買に直結する体験型イベント
などで多くの実績があります。

量販店におけるタッチ＆トライ 販促プロモーション

国内・海外問わず、多くの展示会における実績を通じ、お客さまとその顧客のコンタクトポイントとして幅広い
層へPRし、企業のブランド世界観の伝達、CSR活動の認知向上などに貢献しています。大規模な国際展示会
でも、ホスピタリティ性の高さが重視される中、造型・構成内容・運営の三位一体のスタンド造りを実現し、
NTTグループのグローバル化を力強く推進しています。また、常設ショールームの設計・運営も行っています。
NTTアドは、お客さまのニーズに対してあらゆるシーンでデジタルトランスフォーメーション（DX）を盛り
込み企画し、ご提案します。

海外展示会海外展示会

子供向け体験型イベント国内展示会（体験イベント）



NTTアドは、デジタル時代の変化の中で広告メッセージを最も効率的に到達させるため、
マスメディアとデジタルメディアを融合させたトータルメディアプランニング、バイイング、
効果検証及びそれらのPDCAを回して、お客さまのニーズに合わせた常にベストな戦略を
立案・実行します。海外向け広告にも多数の実績があり、お客さまのニーズに合わせて最適な
メディアをご提案します。またデジタル時代に合わせたデジタルサイネージなどの新規メディアを
開発しています。

NTTアドでは興隆するデジタルメディアの活用をご支援するため専門のチームを設けています。
社会のデジタルトランスフォーメーション（DX）の進化を見据え、時代は大きく動いています。NTT
アドは、デジタルマーケティングやアドテクノロジーの動向を踏まえ、最新かつ最適なデジタルメディア
のプランニングとプロモーション施策を提供することで、お客さまの課題解決、利益拡大のお手伝いを
しています。

Media

■メディア業務

■デジタルメディア業務

プランニング

デジタル時代に合わせた新しい手法も積極的に取り入れ、広告効果の
最大化に貢献します。
お客さま保有のデータも含めて各種データを分析し、ターゲットの
コンタクトポイントとメッセージが浸透しやすいタイミングを見極め、
客観的なデータによるメディア選定と効果予測により、分かり易い
メディアプランを作成します。

各種メディアの特性に関する知識を持つ専門スタッフが、国内外の
最適なメデイアバイイングときめ細かい運用を行います。

バイイング

キャンペーンの認知度、各メディアの貢献度など施策結果を各種
調査・解析方法を活用した分析などにより、様々な視点でとらえ、
次回施策につながる示唆をご提案します。

効果検証

4K対応のデジタルサイネージを所有し、NTTグループの通信技術を
活用して地方イベント、スポーツ中継などにもご活用いただけます。

メディア開発

次
回
施
策
へ
反
映

Digital
スマートフォンやSNSなどデジタル環境が大きく変容する中、企業のマーケティング活動は、
より一層のデジタルシフト強化が求められています。
NTTアドは2020年度にサービス開始が予定される5Gなど、デジタル環境変化を的確に捉え、
企業の「マーケティングのデジタル化」支援、ICT技術やデジタルツールを活用しデータドリブン
による顧客インサイトの可視化をはじめ、企業の保有する各種デジタルデータの活用をご支援、
データ分析による課題改善提案、新たな施策実施に取組み、企業のデジタルトランスフォーメーション
（DX）推進に向けてデジタル領域の協業パートナーを目指します。

■デジタルプロモーション・Webサイト制作運用・ソリューション開発

NTTグループ企業の公式サイトやSNSを含むオウンドメディア運用を通じたICTスキルとサイト運用ノウハウを
活かし、企業の課題解決のため、UI・UXデザイン開発による各種コンテンツ、サイト開発運用サービスを提供して
います。各OSの最新技術への対応とともに、CMSやアクセシビリティ・セキュリティガイドラインによるガバナンス
管理支援、IR情報等の高い機密保持を要する運用体制サポートまでトータルソリューションをご提供しています。
また、Kaizen Platform社との業務・資本提携により、国内外の有スキル者（グロースハッカー）と共に映像制作、
Webクリエイティブ領域のPDCAソリューションサービスをご提供します。

● Web・モバイル、SNSなどオウンドメディア企画開発・運用
● デジタルコンテンツ開発、特にアクセシビリティに配慮したUX・UI開発、コンサルティング
● SEM・SEO対策など各種コンサルティング
● デジタルキャンペーン、プロモーションなどの企画開発・運用

NTTグループ各社「公式ホームページ」

JTB「JTB心ゆく旅」NTTグループ「公式ホームページ」

NTTドコモ
「レッドハリケーンズ公式ホームページ」

NTTドコモ「公式ホームページ」

他

■デジタルマーケティング・データドリブン業務

超高速通信、低遅延化、IoT/IoE普及など高度化するデジタル環境のもと、企業が自社の顧客とのコミュニ
ケーションの中でも特に「顧客体験」の重要性が益々注目されています。企業のオウンドメディア、ペイド
メディアをはじめ顧客との多様なコミュニケーション活動により派生するデータを基に「マーケティングの
デジタル化」ご支援に向け取組んでいます。

● データドリブンマーケティングに向けたデータ分析支援
● DMP開発、運用、アドテクツール導入支援
● GA／GTM等設定、ファーストパーティデータ・サードパーティ連携等コンサルティング



NTTアドは、お客さまが抱える課題を深く見つめ、その解決のために真に必要なソリューション
をご提案するために、新領域にもチャレンジしています。広告代理店というビジネスの枠にとら
われず、コンサルティング的な視点でお客さまの課題に向き合うことで、独自の新サービスを
生み出してきました。新たな手法を用いながらフレキシブルにビジネスの可能性を広げていく。
それが、NTTアドのスタンスです。

Original Solution

■SNSモニタリングツール

データの収集

クリーニング・仕訳・分類

分　析

集　計

考　察

報 告 書

フロー 活用領域と実績

ソーシャルメディア上の各種情報を分析し、マーケティング戦略立案を強力にサポートします。

■株主総会支援システム

「想定問答集作成サポート」から「会場手配＆設営」「会場スタッフ手配＆オペレーション」「議事進行ITシステム
提供」まで、株主総会で考えられるあらゆる領域を、ワンストップでトータルにサポートします。

株主総会
支援システム

想定問答集作成
サポート

当日会場
設営・運営

当日議事進行
サポート

その他
準備作業代行

活用領域 実　績

購買動向意識把握分析顧客動向

商品評判分析商品開発

キャンペーン評判分析広告／キャンペーン

イベント評判分析イベント／展示会

プロモーション評判分析セールスプロモーション

評判波及分析口コミ

イメージ分析ブランディング

風評／論調分析PR／広報

調査ワードの開発の
ためのプレ調査アンケート調査

NTTアドは、「NTTグループCSR憲章」に従い、環境に対する負荷の低減や情報セキュリティ
の確保に重点的に取り組んでいます。また、人類が自然と調和し続け、これから先に続く未来でも
持続可能な発展を実現するため、全ての企業活動において、地球環境の保全に向けた最大限の
努力と環境マネジメントシステムの継続的改善を図っていきます。

CSR・健康経営・ダイバーシティ

■健康経営

社員の健康維持・増進への取り組みがモチベーションや生産性を向上させ、企業の収益拡大
にもつながるという考え方の下、「健康経営」を経営戦略の一環として取り組むことの重要性
がますます高まっています。
こうした中、私たちNTTアドグループは、NTTグループ全体の健康経営方針に基づき、社員
一人ひとりが意欲と活力を高めながら健康で活き活きと働くことがグループの成長と発展
の基盤であると考え、その実現に向けて、社員が自らと家族の健康の保持・増進を通じて、
働きがいを持ち創造性を発揮できるよう、「健康経営」を推進していきます。

■主な取組
　・情報セキュリティ管理
　・情報資産管理　など

■ISO/IEC 27001取得

NTTアドは、2005年7月に情報セキュリティマネジメントに対する第三者適合性評価制度の英国規格
「BS7799-2:2002」および国内規格「ISMS（Ver.2.0）」を全社で同時認証取得いたしました。 
また、2015年7月には、国際規格「ISO/IEC 27001:2013」および国内規格「JIS Q 27001:2014」へと認証移行を
完了し、現在も全社で認証取得を継続しています。
2016年にはNTT出版と認証を統合し、アドグループとして一体的な情報セキュリティマネジメントを推進しています。

 
 

■ダイバーシティ

多様な人材を受容し活用することで企業力の強化を図るダイ
バーシティ・マネジメントは、社員一人ひとりが自らの力を遺憾
なく発揮し、サービスやプロセスのイノベーションをもたらすこ
とと捉え、様々な取り組みを実施しています。
2017年12月には厚生労働省から女性活躍推進法に基づく優良
な企業として認定され、認定マーク「えるぼし」の最高位を取得
し、現在も継続しています。



Cost & Quality

協力会社

NTTアドは、広告制作物、イベント、販促キャンペーンをはじめ、全ての施策に関して、コスト＆
クオリティ審査部門の専任スタッフによる品質管理を徹底しています。お客さまの大切な予算を
お預かりする責任を自覚し、費用対効果を厳しい目で見極めることは、コミュニケーション
戦略を担う者としての責務と考えています。コスト低減と品質管理の両面において、日々
改善に取り組むことで、コミュニケーション効果やパフォーマンスの最大化を実現する制作物
および施策をご提供します。

クライアント

営　業

NTT ADVERTISING, INC.

審査部門

コスト管理

品質管理
スタッフ

Profile

社 名

創 業 年 月 日

本 店 所 在 地

資 　 本 　 金

資 本 構 成

従 業 員 数

売 　 上 　 高

業 務 内 容

株式会社 エヌ・ティ・ティ・アド（英文社名：NTT ADVERTISING, INC.）

1985年12月18日

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー

1億円

日本電信電話株式会社100％出資

389名（2022年9月）

273億円（2021年度）

 1．国内外におけるテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、交通、屋外、インターネット等、
　 あらゆる媒体による広告展開およびセールスプロモーション、PR業務

２．NTTグループならではのネットワークを活用した情報活用業務

３．展覧会、博覧会、コンサ－ト等、各種催物の興行ならびに各種セミナーの
　 企画および実施

４．広告戦略に関する調査、情報収集、分析等のマーケティング・サービス

５．広告表現の企画および制作

６．広告および販売促進に関連する建築工事の企画、設計、施工、監理

７．イベント等の実施に伴う警備業法に基づく警備業

８．広報関係出版物の企画、編集、発行

９．販売促進用商品およびノベルティの企画、制作、販売

取 引 銀 行
（五十音順）

役 員 名 代表取締役社長

取 締 役

常 勤 監 査 役

監  査  役

東 明彦

大越 祐司

松山 知英　　

秋山 貴之　　

中塚 健也　　

熊谷 宜和　　　

福岡 真美

山下 博教

山川 智

森 暁

企 業 概 要

みずほ銀行　三菱UFJ銀行　ゆうちょ銀行

2022年9月1日現在



https://www.ntt-ad.co.jp

2022.11

組 織 図

［グループ会社］

エヌ・ティ・ティ出版株式会社

株式会社情報通信総合研究所

日本コンピュータ・アーツ株式会社

株式会社DX Cata lys t

代表取締役社長

Profile

2022年9月1日現在

東北支店

本店
初台オフィス
溜池山王オフィス
田町オフィス

西日本オフィス

東海支店
九州支店

北海道支店

営業本部 第１営業部

第２営業部

第３営業部

第４営業部

第５営業部

コミュニケーションプランニング本部 マーケティングデザイン部

ソリューションデザイン部

CQDプロデュースセンター

経営企画室

コーポレート部 総務担当

法務担当

人事・育成担当

経理担当

契約担当

BRM担当

情報システム担当

考査室

b.デザイン部

UXイノベーション部

ファン・コミュニケーションラボ

ビジネスクリエーション本部


