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代表からのごあいさつ

ゲンダイエージェンシー株式会社(旧商号株式会社現代広告社)は１995年4

月、パチンコホールに特化した広告会社として誕生し、設立10周年となる

2004年9月には、おかげさまをもちましてJASDAQ市場上場を果たしました。事

業領域としては、クライアントの集客戦略をバックアップし、事業の発展および

業績の向上に貢献する「業績発展支援業」を目指しています。主にパチンコ

ホールにおける集客・顧客創造・顧客満足のための戦略提案から折込広告、

セールスプロモーション、マスメディア広告等の企画および制作まで、オリジ

ナリティの高いトータルプロデュースを実現しています。

パチンコ業界はホールの二極化やユーザー志向の変化に伴って、ファンが

ホールを選別する時代に突入しています。こうしたなかで私たちは、ファンの

心理を理解したきめ細かいプロモーション支援活動と、ファンを固定化させる

マーケティングプランの提案により、クライアントをバックアップしてまいりまし

た。さらに、私たちは提案をすばやく形にするために、営業、クリエイターをオ

ンラインでつなぎ、必要なものを必要な時に、必要なだけ、スピーディに、効率

よく提供できるシステムを整備し、クライアントの要望に的確に応えています。

パチンコホールに特化した私たちの広告事業展開が受け入れられると確

信したのは、このシステムを通じてクライアントから数多くの生きた情報をイン

プットできるようになった時でした。その情報を生かし、深掘りしてクライアント

のニーズを顕在化させることで、私たちはさらに新しい需要を生み出してきま

した。

今後の目標は、私たちの提供できる支援活動をさらに深めるとともに幅を

広げ、より多くのクライアントの皆様とともに発展し、新しいフィールドを築き上

げていくことです。その一環として、私達はより一層、きめ細かな地域展開を

推進し、同時に新しい事業領域へのチャレンジを行っていきます。

「夢大きく、堅実に歩む」をテーマに。

2016年4月

代表取締役CEO 山本正卓

代表取締役COO 上川名弦

パチンコ業界に特化した広告会社

私たちはクライアント企業の発展を支援します

パチンコ業界はすでにファンが店を選ぶ時代

クライアントの要望を踏まえた提案とシステムで高い評価を

生きた情報を収集することでニーズを顕在化

「夢大きく、堅実に歩む」をテーマに21世紀を歩む
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会社概要

商号 ゲンダイエージェンシー株式会社

GENDAI AGENCY INC.

http://www.gendai-a.co.jp

本社所在地 【本社】

〒163-1429

東京都新宿区西新宿3-20-2 

東京オペラシティビル29F

【本店所在地】

〒192-0082  東京都八王子市東町9-8

資本金 7億5,159万円

発行済株式総数 15,700,000株

事業内容 広告、宣伝に関する企画および制作

連結子会社 株式会社ランドサポート （業界特化型不動産業）

株式会社ユーアンドユー （広告の企画制作）

株式会社ジュリアジャパン (映像・web企画制作会社)

株式会社ジールネット (広告システム等の企画開発)

株式会社エルイーディー

(スマートフォンアプリ等の企画開発)

株式会社エンサインアド

（屋外広告の企画、制作、施工及び管理）

Gendai Agency HK Ltd.   Gendai R1 Ltd.

役員 （2016年6月24日現在）

代表取締役CEO 山本 正卓

代表取締役COO兼CCO 上川名 弦

取締役CFO 高 秀一

取締役 木藤 友治

取締役 坂本 晳進

社外取締役
上 岳史
（ハッピーテラス株式会社 代表取締役社長）

社外取締役
松崎 みさ

（株式会社People Worldwide代表取締役CEO）

常勤監査役 安達 吉明

監査役 (社外) 寺田 公規

監査役 (社外) 東 徹

監査役 (社外) 髙野 健二

従業員数 212名【単体】 平均年齢35.9才 2016年3月末現在

営業拠点

（全国17拠点）

※2016年4月1日現在

札幌、仙台、東京、八王子、宇都宮、

さいたま、横浜、松本、名古屋、静岡、大阪、

神戸、広島、岡山、松山、福岡、鹿児島

http://www.gendai-a.co.jp/
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沿革・組織図

1994年2月 現代広告社（創業者山本正卓の個人事業）創業

1995年4月 広告業を目的として、東京都八王子市に株式会社現代広
告社設立（資本金10,000千円）

2003年8月 商号を「ゲンダイエージェンシー株式会社」に変更

2004年9月 JASDAQ市場に株式を上場

2005年4月 2005年3月期決算発表、連結売上高が100億円を突破、
106億円を計上する

2006年2月
パチンコホール出店用地取得支援サービスを目的として、
当社全額出資により株式会社ランドサポート（現、連結子
会社）設立

2006年10月
北九州営業所、他2営業所を開設し営業所は全国で20と
なる

2010年4月 2010年3月期決算発表、連結売上高205億円を計上

2010年7月 株式会社ジュリアジャパン（現、連結子会社） の発行済み
株式を100%取得し子会社化

2012年1月 広告システム等の企画開発を目的とした株式会社ジール
ネット（現、連結子会社）設立

2012年9月 香港にGendai Agency HK Limited(技達有限公司) 設立

2014年3月
株式会社ユーアンドユー（現、連結子会社） の発行済み株
式を100%取得し子会社化

2014年4月
屋外広告枠の提供を目的とした合弁会社 株式会社エン

サインアド（現、連結子会社）を設立

【沿革】 【組織図】
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当社グループの理念とビジョン

私達は、イノベーションと創造性に満ちた取り組みでクライアント企業の業績発展を支援する活動を通じて、

豊かな社会の実現に貢献します。

基本理念 Basic Philosophy

ビジョン Vision

行動規範 Code of Conduct

私達は、パチンコ業界をターゲットとした広告市場においてナンバーワンの企業を目指します。

私達は、クライアント企業のコミュニケーション戦略を支援するために、既存の広告事業の枠を超えた

新しいアイデアやツールを開発、供給し続けていきます。

1

2

4

3

2

1 法令遵守 私達は、地域社会の構成員として、法令を遵守し、健全で透明性の高い企業活動を行います。

株主重視 私達は、いつも株主の利益を念頭におき、企業価値を高めるための経営を実践します。

顧客満足 私達は、クライアントの満足と信頼が得られるよう、斬新かつ高品質なサービスの提案を心掛

けます。

従業員尊重 私達は、従業員一人一人の意欲と能力を尊重し、公正な処遇と、働きやすい職場環境づくり

を推進します。
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事業内容

パチンコホールの集客に効果的な広告プランを、トータルプロデュースしています。
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ビジネスモデル

より高い集客効果を目指して、提案活動を繰り返すことでクライアントとの関係性を強化し、継続的取引を確保します。

顧客ニーズを捉え様々な情報を元に、的確な広告戦略を提案します。

企画実行後はヒアリングなどを行い、反響を確認し、次回の提案につなげます。
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拠点一覧

営業拠点 住所 TEL 営業拠点 住所 TEL

東京支社
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-2 

神田21ビル3F
03-5256-7776 大阪支社

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1-13-8
言美ニッセイビル9F

06-6648-6677

八王子オフィス
〒192-0082 東京都八王子市東町9-8 

八王子東町センタービル9F
042-660-0333 名古屋営業所

〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜2-10-1 
ヤハギ東桜ビル4F

052-979-8881

札幌営業所
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東1丁目5番

大通バスセンタービル1号館 5F
011-252-3733 静岡オフィス

〒420-0858 静岡県静岡市葵区伝馬町9-1
河村ビル2F

054-205-7455

仙台営業所
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1

アゼリアヒルズ5F
022-292-2888 神戸営業所

〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-1-19 
日精ビル3F

078-252-7728

宇都宮営業所
〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3 

宇都宮大塚ビル9F
028-614-3888 広島営業所

〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町1－1
ロイヤルタワー10F

082-568-9777

さいたま営業所
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-14-17

浦和マルゼンビル5F
048-814-1113 岡山オフィス

〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-6-25
朝日生命岡山柳町ビル10F

086-235-5688

横浜営業所
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町2-27 

大洋建設関内ビル3F
045-227-5577 松山営業所

〒790-0878 愛媛県松山市勝山町2丁目14-4 
朝日生命松山ビル2F

089-935-6662

松本営業所
〒390-0814 長野県松本市本庄1-3-10

大同生命松本駅前ビル8F
0263-39-7333 福岡営業所

〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町8-31
はっこう福岡ビル4F

092-282-1131

鹿児島オフィス
〒892-0846 鹿児島県鹿児島市加治屋町12-11

ソフトマックス・ビル6-C
099-222-6622

ゲンダイエージェンシー株式会社 本社

東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル29F TEL：03-5308-9888(代)

（ 2016年4月現在）
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