History

沿革

昭和33年 5月

創立者 住岡将年、サンケイ新聞東京本社業務局次長兼広告部長を経て、株式会社大手広告通信社を設立。

昭和37年 4月

大阪支社を大阪市北区梅田43番地大和ビルに開設。

5月

大阪支社を別法人、株式会社大手広告大阪本社として設立。
株式会社大手広告案内社を東京都千代田区有楽町1丁目4番地小谷ビルに設立。

昭和44年 5月

名古屋支社を名古屋市中村区広小路西通3丁目9番地信泉ビルに開設。

昭和44年 6月

株式会社大手広告大阪本社を大阪市北区梅田1-3-1大阪駅前第一ビルの現所在地に移転。

昭和46年 2月

株式会社大手広告案内社を株式会社大手広告東京本社に社名変更。

昭和47年 10月

福岡支社を福岡市博多区博多駅中央街8丁目36番地博多ビルに開設。

昭和50年 6月

名古屋支社を別法人、株式会社大手広告中部本社として設立。

昭和56年 5月

株式会社大手広告中部本社を名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館111号に移転。

昭和57年 5月

大手広告福岡支社を福岡市中央区天神4-2-34太平住宅ビルに移転。

昭和58年 2月

株式会社大手広告通信社、株式会社大手広告東京本社を合併。

昭和59年 3月

代表取締役社長 住岡将年が、代表取締役会長に、専務取締役小金井實が、代表取締役社長に就任。

昭和61年 1月

株式会社大手を設立。

平成 3年 1月

創立者 住岡将年 逝去。

平成 7年 4月

代表取締役社長小金井實が取締役会長に、常務取締役中川富雄が代表取締役社長に就任。

5月

中部本社を名古屋市中村区名駅南1-24-21 名古屋三井ビル別館に移転。

平成12年 1月

福岡支社を福岡市博多区博多駅東2-4-31第5岡部ビルに移転。

平成19年 3月

福岡支社を福岡市中央区大名2-8-18天神パークビルの現所在地に移転。

平成20年 4月

代表取締役社長中川富雄が取締役会長に、常務取締役竹内景俊が代表取締役社長に就任。
中部本社を名古屋市中村区名駅3-15-1 名古屋ダイヤビル２号館の現所在地に移転。

5月

設立50周年を迎える。

平成20年 10月

取締役天川英知が代表取締役社長に就任。

平成26年 4月

株式会社大手広告通信社、株式会社大手を中央区銀座6-2-10合同ビル7Fの現所在地に移転。
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TEL.03-3573-1311（大代表） FAX.03-3573-1725

〒810-0041 福岡市中央区大名2-8-18 天神パークビル7F
TEL.092-737-8430（代） FAX.092-737-8431
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〒530-0001 大阪市北区梅田1-3-1-700 大阪駅前第一ビル
TEL.06-6341-2334（代） FAX.06-6341-0210

〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-15-1 名古屋ダイヤビル2号館5F
TEL.052-582-0800（代） FAX.052-582-0808
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Notable Action 大手広告の取り組み
共感する環境づくりを事業化

お客様のニーズにお応えし、
的確なプロモーション企画から実施までのご提供はもちろん、
社会との関わりを築く事業に取り組むのも大手広告の特長。

市場の関心がモノからコトへ、
そして共感へと変化し、
コミュニケーションの在り方自体が 変わってきた現在、
共感を得る社会
（環境）
への取り組みが大切になってきました。
その一環として、大手広告では現在、スポーツを通じて得る共感、母親というライフスタイルから生まれる共感、
地元や故郷への共感に着目し
「共感する環境
（ステージ）
」
づくりに取り組んでいます。

◉スポーツエンタテイメント
大手広告の特徴として、スポーツエンターテイメント、スポーツコンテンツへの取り組みが挙げられます。
中でも、2016年に開幕したプロバスケットボールリーグ「Bリーグ」に加盟する「横浜ビー・コルセアーズ」には、
Bリーグ以前のbjリーグ時代より、運営面で参画しており、実績を積み上げてきています。チームの地元である横浜市、神奈川県など
自治体や企業と連携し、ファン（バスケットではブースターと呼びます）の共感を得る舞台づくりに取り組んでいます。
また、大手広告のスポーツコンテンツはバスケットボールのみならず、全国各地で開催される「ドリームサッカークリニック」を
協賛スポンサー様と運営、またプロ野球OB選手による「マスターズリーグ」の運営支援などの実績を持ち、様々なスポーツ界とともに、
共感ステージの創造に取り組んでいます。

◉日本マザーズ協会との取り組み
妊娠・出産・育児期の母親の支援などを主な目的として発足した一般社団法人日本マザーズ協会とともに、
同じ目的を持つ多くの企業・団体と連携し、豊かな社会の実現と、これらの活動を全国に広めていく事に取り組んでいます。
商品やサービス起点で顧客層をとらえるのではなく、母親の目線から見た企業コミュニケーションの在り方、
「共感」を育むプロモーションを提案しています。
●マザーズセレクション大賞のご案内から、受賞後のプロモーションの企画・実施
●商品・サービスの推奨認定のご案内から、認定後のプロモーションの企画、実施
●マザーズフェスタのイベント運営支援

横浜ビー・コルセアーズ

ドリームサッカークリニック

●ベストマザー賞の運営支援

神奈川県初のプロバスケットボールチームとし

ジブラルタ生命保険株式会社特別協賛による

て2011年に誕生した横浜ビー・コルセアーズ 。

ドリームサッカークリニックでは「小学校訪問

チーム誕生2年目にはbjリーグ優勝、2016年に

授業」と「芝のグラウンドでの1日クリニック」

開幕したB.LEAGUEでは最高峰のB1に所属。

の2つのスタイルで、サッカー元日本代表選手

大手広告では、地方創生に向けた各種プロモーションの企画・運営に取り組んでいます。

新たなスポーツエンターテイメント文化をつ

達が子ども達を直接指導します。

くるとともに、ホームタウン横浜市都筑区を中

大手広告では、事前の参加者募集などの事務局

地方の活性化は今や国を挙げての課題であり、観光、産業、そして人口減少の歯止めなど様々な課題に対し、解決に向けたコミュニケーション

心に地域貢献活動も積極的に行なっています。

業務や当日の実施・運営などをしています。

Contents of the Work
地域に根差したネットワーク

◉地方創生への取り組み

策を企画、実施・運営をしていくことが広告会社の役割だと考えています。その為に、情報を効率よく発信する広告手法や、スポーツをはじめと
する共感を生むイベントプロモーションを、地方活性化のために活用・展開しています。

業務内容
大手広告グループは、
東京、
名古屋、
大阪、
福岡に拠点を構える総合広告代理店です。

それぞれの地域に根差したプロモーションを展開するとともに、

社

拠点ネットワークを活かした全国展開も可能にします。

メディア

大手広告は新聞・雑誌・テレビ・ラジオの4大マスメディアをはじめ、屋外広告や交通広告、インターネット広告など
幅広いプロモーションメディアを手掛け、プロモーションの目標に向けたトータルなご提案が可能です。
新聞 / 雑誌 / テレビ / ラジオ / 交通 / 屋外 / 折込 / インターネット / モバイル / イベント / その他

生活者とダイレクトに接し、商品やサービスの魅力をお伝えできるイベントから、ニュース性の高い

イベント

話題のイベント実施までをご提供します。認知度向上、新規顧客の獲得などクライアントの目的を明確にとらえ、
商品特性やターゲットに合わせた効果的なプロモーションを実施。PRイベントや展示会、ブース出展、商品サンプリングなど、
企画から運営、施工、キャスティングなどの演出まで幅広い範囲を取り扱っています。
広告企画 / 販促企画 / 商品企画 / 出版・編集企画 / イベント企画 / 市場調査 / グループインタビュー / ネットリサ ー チ / その他
テレビ、ラジオ広告やネット、OOHなどの動画広告、ホームページ、ポスターやパンフレット、チラシなど印刷物の企画から
デザイン・キャッチコピーまで、メディアやプロモーションに合わせた効果的な広告クリエイティブをご提案します。

企画 /
また、新製品の商品企画、パッケージデザインからイベントステージまで様々なクリエイティブワークで
クリエイティブ
販売プロモーションを成功に導きます。

新聞・雑誌広告 / テレビCF / ラジオCM / 販促物制作 / ポスター / パンフレット / カタログ / チラシ / POP / その他

取引銀行

会社概要

設

名 株式会社 大手広告通信社
福岡支社
株式会社 大手
株式会社 大手広告大阪本社
株式会社 大手広告中部本社

資本金 48,000,000円（株式会社大手広告通信社）
116,000,000円（グループ合計）
雑誌22.6％ テレビ18.4%
媒 体 新聞18.6％
構成比 ラジオ15.2％ 折込12.9％ 制作17.9％
SPその他18.1%
天川
高橋
岡本
東雲
馬場
安田

東京都民銀行 日本橋支店 / 東日本銀行 本店
商工中金 本店 / 北陸銀行新宿支店 他

主な取引先

立 昭和33年5月

役員他 代表取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役

三菱東京UFJ銀行 銀座支店 / みずほ銀行 銀座支店
りそな銀行 東京中央支店 / 三井住友銀行 京橋支店

英知
進
尚博
賢治
克弥
浩二

興和株式会社 / コールマン ジャパン株式会社 / 株式会社サクセス
ジブラルタ生命保険株式会社 / 株式会社 東京甲子社 / 株式会社 キョードー東京
資生堂ジャパン株式会社 / 株式会社ポニーキャニオン / 相模ゴム工業株式会社
第一三共ヘルスケア株式会社 / オリヂナル株式会社 / ぴあ株式会社
セキスイデザインワークス株式会社 / 株式会社オスカープロモーション
株式会社イープラス / 一般社団法人 日本冷凍めん協会
日本電波塔株式会社 / 株式会社 明電舎 / 株式会社 徳間書店 / 明治記念館
株式会社キョードー横浜 / 株式会社 池光エンタープライズ
株式会社オン・ザ・ライン / 株式会社双葉社 / 公益財団法人 読売日本交響楽団
ギャガ株式会社 / 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン / 第一薬産株式会社
株式会社 フローラ / リンテック株式会社 / 赤穂化成株式会社
三菱総研DCS株式会社 / 創価学会 / 聖教新聞社 / 株式会社 シーボン

主な加盟団体一覧
日本広告業協会 / 日本雑誌広告協会 / 日本ABC協会 / 日本広告審査機構 / 関西広告審査協会 / ACジャパン
東京広告協会 / 大阪広告協会 / 愛知広告協会 / 福岡広告協会 / 東京商工会議所

