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TOP MESSAGE
より魅力ある日本へ
文化発信を使命として
平素よりアミューズグループに格別のご
理解とご支援を賜り、心よりお礼申し上げ
ます。
2013年に年間1000万人を突破した訪

代表取締役会長

のが現状だと考えています。

大里洋吉

文化の集積地をつくり、いつ来ても楽しめ

そのような中、インバウンド機運に先駆

るロングランの「コト」を生み出していくこ

け、2015年に「東京ワンピースタワー」を

とこそが重要なのです。まさに、
「コト消費」

オープンしました。海外でも非常に人気の

という視点からも、日本の文化そのものを

日外国人観光客数は、昨年は約 3000 万

高いアニメコンテンツである『ONE PIECE』

ブランディングしていく必要があると実感し

人まで達し、まさに「インバウンド」が日本

をテーマとした大型常設テーマパークで、

ています。

経済に大きな影響力を持つようになってい

アトラクション、ライブショー、映像シア

アミューズは創立以来、アーティストを

ます。そのような状況の中、時代は、「モ

ター、レストラン、オリジナル限定グッズが

中心に質の高いエンターテインメントを生み

ノ消費」から「コト消費」へとシフトし、日

買えるショップ等を、東京のシンボルとされ

出し、多くの方々に「コト」を届け、
「コト」

本を訪れる外国人観光客からも、日本での

る東京タワーで展開しており、昨年度は来

を楽しむ瞬間を提供させて頂いております。

「コト消費」は大きな注目を浴びています。

場者の約 3 割が外国からのお客様となって

この長年の経験を活かし、「日本」の文化

しかしながら、日本には、神社仏閣、和食

います。しかしながら、日本がより魅力的

発信の一翼を担いたいと願っています。「文

や温泉などを除いて、魅力的な「コト」が

な観光立国となるためには、自社、または

化を創り、文化を届ける」、このことを使

十分に育っていないのではないでしょうか？

一つのコンテンツだけでのインバウンド対応

命とし邁進するアミューズに、より一層の

また、海外向けの情報やチケットアクセス

では間に合いません。今こそ、国や地方行

ご支援とご理解を賜りますよう、引き続き

などのインフラもまだまだ整備されていない

政、他社と協力することで、日本における

よろしくお願い申し上げます。

Creating a More Attractive and Appealing
Japan: With the Mission of Delivering
Japanese Culture to the World
Thank you for your continued understanding
and support of the Amuse Group.
In 2013, the number of foreign tourists visiting
Japan exceeded an annual total of 10 million.
Last year, that total reached approximately
30 million. Inbound demand has now come
to have a major influence and impact on the
Japanese economy. In these changing times,
consumer demand has shifted from the simple
consumption of material goods to that of
more emotional and abstract experiences.
This experience-based consumerism in Japan
is also drawing major attention from foreign
tourists visiting the country. But aside from
traditional Japanese cultural experiences
such as visits to shrines and temples, dining
on Japanese cuisine and bathing in hot-spring
spas, is Japan really doing enough to develop
attractive and appealing “experiences” for its
visitors? At Amuse, we believe that at present,
essential infrastructure such as information
and ticket access for overseas customers is

also insufficiently developed.
In 2015, recognizing this state of affairs and
ahead of the rising momentum of inbound
demand, we opened“TOKYO ONE PIECE
TOWER”: a large-scale permanently installed
theme park created around the theme of
“ONE PIECE”, a Japanese animation franchise
that is also extremely popular overseas.
The park features attractions, live shows,
movie theaters, restaurants, and shops
where visitors can purchase original limitededition merchandise, all situated around
Tokyo Tower, which is a major landmark and
symbol of the city of Tokyo. During the last
fiscal year, around 30% of visitors came from
overseas countries. However, in order for
Japan to become a more attractive tourismbased country, it is not enough for Amuse—
or a single piece of content—to cater to this
inbound demand. The crucial thing right now
is for us to cooperate with national and local
governments, and with other companies, in

Representative Director
and Chairman

Yokichi Osato

order to build an agglomeration of cultural
attractions here in Japan, and to create longrunning cultural experiences that will enable
visitors to enjoy themselves whenever they
visit. From the perspective of experiencebased consumption, too, I have a real feeling
that it is necessary for us to pursue the
branding of Japanese culture itself.
Since its founding, Amuse has produced highquality entertainment with a primary focus on
artists, delivering experiences to many people,
and providing precious moments for people to
enjoy those experiences. Utilizing our many
years of experience, I hope that we can play a
key role in spreading Japanese culture to the
wider world. Amuse works with the mission
of “Creating and Delivering Culture.” We hope
that you will continue to give us your even
greater support and understanding in the
future. Thank you.

邁向更有魅力的日本 ― 將文化發信作為使命
承蒙各界平素給予 Amuse 集團理解與支

持，謹此衷心致謝。
在 2013 年突破一年內 1000 萬的訪日外國

觀光客人數，於去年達到了約3000萬人，「訪日
外國人旅遊」可說已漸漸掌握對日本經濟的重

大影響力。 在此狀況中， 時代從「物質消費」轉
換為「體驗消費」
，而日本的「體驗消費」也受到
了來自訪日外國觀光客的極大注目。雖此，日本
除了神社佛寺、 日式料理和溫泉等外， 是否充

分培育了具有魅力的「體驗」呢？並且，我認為，
目前針對國外的資訊傳播與票券購入方式等基

董事長

大里洋吉

礎設施也尚未十分完善。
在此情勢中，搶佔訪日外國人旅遊的先機，

過國家、地方行政與其他公司的同心協力，來打
造日本的文化聚集地， 孕育出讓人不論何時造

外也非常受到歡迎的動漫內容『 ONE PIECE 』

的角度來看， 我們深刻體會到必須一步步將日
本的文化本身包裝成品牌。

我們於2015年開設了「東京航海王塔」
。在以國

為主題的大型常駐主題樂園中，設有遊樂設施、
現場表演秀、影像劇院、餐廳、可購買原創限定
周邊的商店等。 該樂園於象徵東京的東京鐵塔
內展開，而上年度的來訪者約有3成是來自外國

的遊客。但是，日本要邁向更加具有魅力的觀光
立國， 僅由敝公司或單一的內容是來不及應對
訪日外國人旅遊的。現在最重要的，正是應該透

訪皆能樂在其中的長遠「體驗」
。從「體驗消費」
Amuse 從創立以來， 即以藝人為中心， 孕
育出高品質的娛樂， 向許多人們傳遞「體驗」
，
並提供享受「體驗」的瞬間。我們期許能活用這

樣長年的經驗，來擔負「日本」文化發信的一羽。
「創造文化、傳遞文化。」懇請各界持續惠予朝此
目標邁進的Amuse支持與鼓勵，並不吝賜教。

董事长

大里洋吉

息公布、购票途径等基础建设尚未完善。

行政以及其他公司的合作，创建日本文化的聚

2013 年，访问日本的外国游客人数突破

得访日旅行大潮的先机，于 2015 年正式开张。

期型的“体验”显得尤为重要。从“体验型消费”

外国游客的“访日旅行”正给日本经济带来巨大

PIECE（航海王）》为主题的大型常设主题乐园，

1000万人，而去年这一数字已达到约3000万。
的影响。在这种情况下，整个时代正从“购物型
消费”转变为“体验型消费”。事实上，日本的“体
验型消费”也正受到越来越多访问日本的外国

游客的关注。然而，除了神社、寺院、日本料理
和温泉等，日本具有魅力的“体验”真的得到了

充分的发展吗？此外，我觉得目前面向海外的信

就是在这样的背景下，
“东京航海王塔”占

这是以在海外也拥有超高人气的动漫《 ONE

位于东京标志性的东京塔内，设有游乐设施、现

场表演、映像影院、餐厅、可以买到原创限定周
边的商店等。在去年的到访者中，有三成为外国

集地，打造出让人们随时都能感受到快乐的长
的视角出发，我们日渐深刻地感受到，我们需要
的正是日本文化本身的品牌建设。

Amuse自创立以来，一直以艺人为中心，打

造高品质的娱乐，为大众呈现各种“体验”
，提供享

受“体验”的瞬间。希望我们能充分活用长期累积

游客。然而，为了让日本的观光立国更具魅力，

的经验，为传播“日本”文化贡献一己之力。我们

访日旅行的大潮。就在当下，通过与国家、地方

诚请您今后继续给予Amuse更多的理解与支持。

仅仅依靠本公司、或单一的内容肯定无法应对

将以“创造文化、
传递文化”为使命、
不断向前迈进，

더 매력적인 일본을 향해 ― 문화를 전파하는 사명감으로

대표이사 회장

오사토 요키치

항상 아뮤즈 그룹에 보내주시는 관심과 성원에 진심

지 않은 것이 현실입니다.

화 집결지를 형성하고, 언제 방문해도 즐길 수 있는 장

2013년에 연간 1000만 명을 돌파한 방일 외국인 관

년에 ‘도쿄 원피스 타워’ 를 오픈했습니다. 해외에서

명 ‘즐길 거리를 소비하는 것’ 이라는 시점에서 봐도

으로 감사드립니다.

광객 수는 지난해 약 3000만 명에 달했으며, 그야말

로 ‘인바운드’ 가 일본 경제에 큰 영향력을 갖게 되었
습니다. 이러한 상황에서 시대는 ‘물건을 소비하는 것’
에서 ‘즐길 거리를 소비하는 것’ 으로 바뀌었고, 일본

을 찾는 외국인 관광객들도 일본에서 ‘즐길 거리를 소
비하는 것’ 에 크게 주목하고 있습니다. 하지만 일본에

서 신사와 절, 일식이나 온천 등을 제외하면 매력적인
‘즐길 거리’ 가 부족한 것은 아닐까요? 게다가 해외 정
보나 티켓 입수 같은 인프라도 아직 충분히 갖춰져 있

이러한 와중에 인바운드가 몰리는 시기에 앞서 2015
도 대단히 인기가 많은 애니메이션 콘텐츠인〈ONE
PIECE〉를 테마로 한 대형 상설 테마파크로 어트랙
션, 라이브쇼, 영상 극장, 레스토랑, 오리지널 한정 굿

기적인 ‘즐길 거리’ 를 창출하는 것이 중요합니다. 분

일본의 문화 자체를 브랜딩해야 한다는 것을 실감할
수 있습니다.

아뮤즈는 창립 이후 아티스트를 중심으로 양질의 엔터

즈를 구입할 수 있는 매장 등을 도쿄의 상징인 도쿄 타

테인먼트를 생산하여, 많은 분들께 ‘즐길 거리’ 를 선사

국인 관광객이었습니다. 그러나 일본이 더 매력적인

다. 이 오랜 경험을 살려 ‘일본’ 의 문화 전파에 기여할

콘텐츠만으로 인바운드를 대응하기에는 부족합니다.

전달’ 하는 일에 사명감을 가지고 매진해 나갈 아뮤즈에

워에 오픈했으며, 지난해에는 방문객의 약 30%가 외

관광국으로 자리매김하기 위해서는 자사 또는 하나의
이제는 국가와 지방 행정, 타사와 협력하여 일본의 문

하고 ‘즐길 거리’ 를 만끽하는 순간을 제공하고 있습니

수 있기를 바라는 바입니다. ‘문화를 창조하고, 문화를

앞으로도 더 많은 관심과 성원을 보내주시기 바랍니다.
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由衷地感谢大家一直以来对Amuse集团的

理解与支持。

トップメッセージ

打造更具魅力的日本 — 以传递文化为使命

TOP MESSAGE
エンターテインメントで
グローバル新時代を牽引
はじめに、日ごろよりアミューズグループ
及びアーティストに温かいご支援を賜り、
心よりお礼申し上げます。

代表取締役 社長執行役員

激変する中、時代の半歩先を行くことは簡
単ではないと実感しています。
数 年 前 に 私 が 米 国 現 地 法 人 Amuse

畠中達郎

意味深く、新しい取り組みであると自負し
ています。と同時に、2020 年という記念
すべきオリンピックイヤーが目前となり、日

1978年に、創業者である大里を中心に

Group USAと始めました「J-CREATION」

本そのものに興味を持ち、観光にやって来

数名でスタートしたアミューズが、現在では

というプロジェクトは、日本の優れたエンター

る非常に多くの外国人の方々に、何を提

社員、アーティストともに約400名となり、

テインメントコンテンツをハリウッドのメジャー

供することができるのかということが、まさに

海外にも拠点を持つ大きな所帯になってい

スタジオやＴＶネットワーク、制作会社等へ

アミューズグループの今後の方向性を示す

ることに感慨と責任を覚えています。私た

紹介し、海外ビジネスとマッチングさせるこ

重要な課題になるのではと考えております。

ちを取り巻く環境は大きく変化し続けてお

とを目的としています。年に一度のロサン

足元を見つめつつも、アミューズとして、

りますが、アミューズのビジネスの根幹は

ゼルスでのイベントには日米双方より多くの

常に力強く、大胆に挑戦してまいりますの

アーティストです。才能あるアーティストを

ご参加を頂き、その中から日本の原作をも

で、ぜひご期待ください。そして、これから

発掘・育成し、その作品を通して皆様に感

とにした映画化の企画も出てくるなど着実

も、私共が送り出すアーティストや、様々

動をお届けしていくという私たちの使命に何

に成果が出ております。

なコンテンツが、皆さまの生活に彩りを添え

ら変化はありません。しかしながら、所属

このように、アミューズが世界への窓口と

するアーティストも多様化し、その作品を

なり、自社のみならず、日本のコンテンツを

今後ともより一層のご支援とご理解を賜り

届ける方法も、また受け取る側の価値観も

紹介する橋渡しができていることは非常に

ますよう、引き続きよろしくお願いいたします。

Leading the New Global Age
with Entertainment
Firstly, thank you very much for your warm
support of the Amuse Group and its artists
on a day-to-day basis.
Amuse was started in 1978, and centered
primarily around founder Yokichi Osato and
a handful of others. Today, We have a staff
of around 400, and about 400 artists also—
and even overseas offices. I feel both deeply
emotion and responsibility that we have
grown into such a large organization.
While the environment surrounding us
continues to change greatly, the essential
foundation of Amuse’s business is still
its artists. Our mission of discovering and
developing talented artists and delivering
thrilling and emotional experiences to
audiences through their works has not
changed at all. However, the range of artists
affiliated with us has diversified, and as the
methods for delivering their works and the
values of audiences on the receiving end
continue to change drastically, I feel keenly

that staying half-a-step ahead of the times
is no easy feat.
A few years ago, I launched the J-CREATION
project in collaboration with our US
subsidiary, Amuse Group USA. The purpose
of this project is to match excellent
Japanese entertainment content with
overseas businesses, by introducing it to
major Hollywood studios, TV networks,
production companies and so on. Our
annual event in Los Angeles welcomes many
participants from both Japan and the United
States, and is producing solid results, such
as in the emergence of movie production
projects that create new movies based on
original Japanese creative works.
In this way, Amuse acts as a point of contact
between Japan and the wider world. I feel
the fact that we are successfully introducing
not only our own content, but also other
Japanese content, is very significant and

ることができるよう努力してまいる所存です。

Representative Director, President

Tatsuro Hatanaka

meaningful, and also represents a new
initiative. At the same time, the milestone
Olympic year of 2020 lies just ahead of
us, and I feel that the question of what we
can offer to the many foreign tourists who
come to visit Japan—with a genuine interest
in Japan itself—is a crucial issue, and one
which will indicate the direction that the
Amuse Group should take in the future.
As we continue to regard the immediate
situation, Amuse will remain forever strong
and continue to make bold attempts.
Please continue to hold high hopes and
expectations for us. Moving forward, we
will continue to work hard so that our
artists, and the various creative content
that we deliver, may continue to add a
splash of color to everyone’s daily lives.
Please continue to give us your even greater
support and understanding in the future.
Thank you.

以娛樂牽引國際新時代
首先，衷心感謝各界平素對於Amuse集團
與旗下藝人，給予的溫馨鼓勵。
1978 年， 由創業者大里為中心， 人數僅數

名起家的Amuse，現今已成為擁有員工和藝人
各約400名，並在國外持有據點的大型公司。對

董事長 • 總經理執行委員
歷劇變， 我深刻體悟到領先在時代前端絕非容
易之事。
數年前我與美國當地法人 Amuse Group

USA共同開啟的「J-CREATION」
，是將日本優

此，我深有所感並覺身負重任。席捲我們的環境
雖不斷持續劇烈變化， 但娛樂事業的根基仍在

質的娛樂內容介紹給好萊塢主要電影公司、 電
視網絡及製作公司等， 並以媒合國外事業為目
的之計畫。在一年一度的洛杉磯活動中，承蒙日

所改變。但，旗下藝人開始多樣化，不論是傳達
作品的方式， 或是接收者方面的價值觀皆在經

如此，Amuse 成為邁向世界的窗口， 不僅
是敝公司的作品， 更是成為介紹日本文化的橋

於藝人。挖掘、培育有才能的藝人，並持續透過
其作品向各位傳遞感動。 這樣的使命並不會有

美雙方踴躍參與， 其中也出現了改編日本原作
的電影企劃等確切實績。

這樣值得紀念的奧運年， 對於因此而對日本抱
有興趣並前來觀光的眾多外國遊客們， 能夠提
供什麼樣的內容，可說是指引Amuse集團今後
方向的重要課題。

檢視身處事業，Amuse 將持續不斷地進行
強力且大膽的挑戰。請大家拭目以待。並且，我
們也將更加致力於使我們的藝人及作品為人們

的生活增添色彩。 懇請各界持續給我們支持與
鼓勵，並惠予指教。

董事长 • 总经理执行董事

首先，由衷地感谢各位一直以来对 Amuse

于剧变之中，我们深感想要领先时代、哪怕只有

1978年以创业者大里为首的数名员工一起

几年前，我与美国当地法人Amuse Group

集团与旗下艺人的热心支持。

樑。這代表了非常深遠的意義，也讓我們以致力
於全新的方向而驕傲。 與此同時， 面臨 2020 年

半步也绝非易事。

畠中郎

起向外界介绍本公司、乃至日本相关内容的桥梁，

这是一种意义深远的全新尝试，对此我们非常引

以为豪。与此同时，随着2020年这一值得纪念的

USA 启动了名为“ J-CREATION ”的项目，其

壮大，我们在感慨良多的同时也感到责任重大。

主流工作室、电视网络、制作公司等，从而与海

么？
这正是阐明Amuse今后发展方向的重要课题。

动上，日美双方都会有众多相关人士出席，其间

一如既往地奋力大胆挑战，
请各位拭目以待。
今后，

的企划等。

容为大家的生活增姿添彩。希望今后也能得到大

我们所处的环境正在不断发生巨变，Amuse 业

务的根本是艺人，发掘、培养有才能的艺人，通
过他们的作品向大家传递感动，这是我们一直以

来从未改变的使命。然而，因为所属艺人的多样

化、其传递作品的方式、以及接受方价值观也处

目的是将日本优秀的娱乐内容介绍给好莱坞的

外业务实现对接。一年一度在洛杉矶举行的活
已诞生出诸多成果，如将日本原作拍摄成电影
就这样，Amuse成为通向世界的窗口，搭建

奥运年即将到来，我们应该为那些对日本本身抱
有浓厚兴趣、前来日本观光的外国朋友提供些什

在充分理解并把握现状的基础上，Amuse将

我们也会继续努力让我们所呈现的艺人与各种内

家更多的支持与理解。请大家继续多多关照。

새로운 글로벌 시대를 이끄는 엔터테인먼트
우선, 항상 아뮤즈 그룹에 보내주시는 관심과 성원에 진

대표이사 사장 집행 임원

하타나카 타츠로

앞서 나가기가 쉽지 않다는 것을 실감하고 있습니다.

수 있다는 것은 매우 뜻깊고 새로운 시도였다고 자부하

와 시작한 ‘J-CREATION’ 이라는 프로젝트는 일본의

앞두고 일본이라는 국가 자체에 흥미를 갖고 관광을 오

400명에 달하고, 해외에도 거점이 있을 정도로 규모가

디오와 TV네트워크, 제작 회사 등에 소개하여, 해외 비

가 바로 아뮤즈 그룹의 향후 방향성을 보여줄 중요한 과

러싼 환경은 큰 변화를 거듭하고 있지만, 아뮤즈 비즈니

스앤젤레스에서 개최되는 이벤트에는 미일 양국에서 많

심으로 감사드립니다.

몇 년 전에 제가 미국 현지 법인 Amuse Group USA

로 출발했던 아뮤즈가 현재는 사원 및 아티스트가 각각

훌륭한 엔터테인먼트 콘텐츠를 할리우드의 메이저 스튜

1978년 창업자인 오사토가 중심이 되어 소수의 인원으
커졌다는 점에서 감회와 책임감을 느낍니다. 저희를 둘

스의 근본은 아티스트입니다. 재능 있는 아티스트를 발

굴 및 육성하고, 작품을 통해 여러분께 감동을 선사하겠

즈니스와 매칭시키는 것이 목적입니다. 일 년에 한 번 로

은 분들이 참가하며, 이를 통해 일본 원작을 바탕으로

영화화하는 기획도 나오는 등 꾸준히 성과를 내고 있습

고 있습니다. 이와 더불어 기념비적인 2020년 올림픽을

는 수많은 외국인들에게 무엇을 제공할 수 있을 것인지
제가 될 것입니다.

눈앞을 내다보면서도 아뮤즈로서 항상 힘차고 과감하

게 도전해 나갈 예정이오니, 꼭 기대해 주시기 바랍니다.

그리고 앞으로도 저희가 배출하는 아티스트나 각종 콘

다는 저희의 사명감은 여전히 그대로입니다. 그러나 소

니다.

텐츠가 여러분의 삶에 활력을 드릴 수 있도록 노력해 나

받아들이는 분들의 가치관이 급변하면서 시대를 반걸음

뿐만 아니라 일본의 콘텐츠를 소개하는 가교 역할을 할

기 바랍니다.

속 아티스트들이 다양해지고, 작품을 전달하는 방법과

이처럼 아뮤즈가 세계로 뻗어 나가는 관문이 되어, 자사

가겠습니다. 앞으로도 더 많은 관심과 성원을 보내주시

TOP ME S S AGE

创立了Amuse，现在，我们已拥有员工与艺人各

约400人，在海外也设有分支。看到公司能如此

トップメッセージ

以娱乐引领全球新时代

畠中達郎

OUR BUSINESS

事業内容

アミューズグループは総合エンターテインメント集団として、アーティストや社員をはじめ、
あらゆる人々が喜びと感動を共有できる良質なエンターテインメントを創造し続けております。
アミューズとアミューズグループのシナジーにより、単なるプロダクションの枠組みを超えて、
総合エンターテインメント集団としての企業基盤の強化を図っております。

A

アーティストマネージメント事業
アーティストをプロデュースし、さまざまなコンテンツを共に生み出し、
世の中へ「夢と感動」を発信する。エンターテインメントの最前線を担うのが、
アーティストマネージメント事業です。
アーティスト活動によるコンサート・舞台等の制作

ファンクラブ運営および各種グッズ商品販売

舞台およびイベントの企画・制作

レコード原盤の制作・配信と著作権管理等

テレビ・ラジオ・コマーシャル出演

メディアビジュアル事業

M

テレビ番組や映画など、映像作品の制作・配給やDVD等の制作・販売を行うなど、
映像というエンターテインメントを担う事業です。
 像作品の制作、音楽 CD・DVD 等
映
の仕入、製造、販売

映画製作および配給

テレビ等の番組制作

コンテンツ事業

C

これまでアミューズが生み出してきた音楽や映像などに関わる
各種権利を保有・管理し、2次使用を促進すべく企画・制作を担う事業です。
旧譜のレコード原盤権と著作権管理等

P

映画・映像作品等の活用

プレイスマネージメント事業
さらなる事業拡大をめざし、今まで培ったノウハウを基に、
外部コンテンツによるテーマパーク、ライブハウス等の運営を担う事業です。
テーマパーク・ライブハウス等の施設運営

O

 設内での各種グッズ等の企画・製作・販売、
施
および飲食店の運営

その他事業

As an integrated entertainment group,
the Amuse Group continues to create good-quality entertainment allowing everyone,
including our artists and associates,to share enjoyment and inspiration.
Through the synergy of Amuse and Amuse Group,
we go beyond the framework of mere production office,
and aim to reinforce a corporate platform as an integrated entertainment group.

  

A

Artist Management Business
This business works with the artists to create content of all kinds and send dreams
and inspiration out into the world.
Our artist management business is at the forefront of entertainment.
Production of concerts, stage performances of artists
Planning and production of stage performances  and events

Media Visual Business

Purchase, production and sales of film
productions, music CDs/DVDs and other media

C

Production and
distribution of films

Production of programs
for TV and other media

Contents Business
This business holds and manages the various rights for all of the music,
images and other media that Amuse has produced to date,
and carries out planning and production to promote secondary use of this media.
Management of master rights and copyright of old music

P

Utilization of film and visual software

Place Management Business
This business is responsible for the management of facilities such as theme park
by utilizing external content and concert venue with a view to expanding
the business further based on the expertise acquired by our business over the years.
 anagement of facilities such as theme park
M
and concert venue

O

 he planning, production and sales of a variety of
T
goods within the facilities, and the management of
catering establishments

Other Businesses

OUR BUSINE S S

This business handles image-based entertainment, such as producing and
distributing visual software such as TV shows and movies, and producing and selling DVDs.

事業内容

Production and distribution of record masters
and management of copyright

Television, radio and commercial appearances

M

M anagement of fan clubs and sales of a
variety of goods and products

AMUSE GROUP
グループ会社

JAPAN
A

タイシタレーベルミュージック株式会社

サザンオールスターズ関連の楽曲配信、ライセンス管理、新規ビ
ジネス等

TOPICS

今年デビュー 40 周年を迎えるサザンオールスターズ。サザンオール
スターズに関連する楽曲の配信を中心に、時代の流れに沿った音楽の
届け方を追求しています。また、デジタル分野における新しいサービ
スにも積極的に取り組んでいます。
代表取締役社長：中西正樹
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー14階

M

メディアビジュアル事業

C

コンテンツ事業

P

プレイスマネージメント事業

O

その他事業

Artist Management Business
Media Visual Business
Contents Business
Place Management Business
Other Businesses

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Music distribution, license management, business
development related to SOUTHERN ALL STARS

TOP ICS

This year marks the 40th anniversary of the musical debut of SOUTHERN
ALL STARS. With a central focus on the distribution of music relating to the
SOUTHERN ALL STARS, we pursue the delivery that follows the changing
of the times. We are also engaged in proactive efforts to deliver new
services in the digital field.

設立：2007年1月15日

http://www.taishita.net/

株式会社 A-Sketch

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

C A-Sketch INC.

楽曲配信およびレコード制作、楽曲管理、アーティストマネージ
メント等

TOPICS

ONE OK ROCKを筆頭とする多くのロックバンドと共にシーンを牽引
しながらも、ジャンルに囚われない才能あるアーティストを発掘し、
音楽を愛するユーザーに向けて良質な音楽、新しい発信のあり方を追
求していくカンパニーを目指していきます！
代表取締役社長：相馬信之

P

アーティストマネージメント事業

グループ会社［日本］

C TAISHITA Label Music Co., Ltd.

A

A

所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル3階

Music distribution and record production, music
management, artist management, and others

TOP ICS

We will unearth talented artists irrespective of genres in pursuit of the
distribution of high-quality music and new methods of distribution to
music-loving users while leading the music scene together with ONE OK
ROCK and numerous other rock bands.

設立：2008年4月1日

株式会社アミューズエデュテインメント

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Amuse Edutainment Inc.

ミュージアム等文化施設の運営ならびに、アート・エンターテイン
メントによる地域活性化に関わるコンサルティング業務

TOPICS

訪日外国人などアミューズミュージアムの来館者急増。国内外のクリ
エイターから注目される美術館として定着。開館10周年特別展「美し
いぼろ布展～都築響一が見たBORO ～」開催中（2019年3月31日まで）。
十和田市現代美術館や神戸ファッション美術館など国公立美術館の
展覧会監修も行っている。

取締役会長：大里洋吉／代表取締役社長：辰巳清

http://www.a-sketch.com/

Operation of cultural facilities such as museums as well as
consulting services related to local revitalization through art
and entertainment

TOP ICS

The number of foreign visitors and other fans visiting the Amuse Museum
has rapidly increased. Amuse Museum has cemented its position as a
reputable art museum, drawing the attention of creators both in Japan and
overseas. This year the museum commemorates its 10th anniversary, with
the “Amuse Museum 10th Anniversary Special Exhibition BORO – Real
Astonishment–” event currently being held. The event ends March 31, 2019.
The company also oversees exhibitions at national and public museums,
including Towada Art Center and Kobe Fashion Museum.

所在地：東京都台東区浅草2-34-3

設立：2009年7月1日

http://www.amusemuseum.com/

A

株式会社TOKYO FANTASY

連結子会社（日本）

C TOKYO FANTASY Inc.

Consolidated Subsidiary（JAPAN）

（株）アミューズと（株）ラストラム・ミュー
ジックエンタテインメントで設立した
「 SEKAI NO OWARI 」のマネージメント
会社
代表取締役社長：相馬信之

P

A management company of SEKAI NO OWARI, jointly
established by AMUSE INC. and Lastrum Music Entertainment inc.
SEKAI NO OWARI
Nakajin、Fukase、DJ LOVE、Saori

所在地：東京都渋谷区桜丘町29-12 渋谷CHビル2階

設立：2014年6月18日

株式会社アミューズクエスト

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Amusequest Inc.

ロケーションビジネスおよびインバウンドビジネスの企画・開発・運
営等／音楽、演劇、演芸、映画、講演の制作ならびにその請
負と興行／飲食店の経営、企画および管理／キャラクター商品
の企画、販売

TOPICS

東京タワーフットタウン内にある『ONE PIECE』
の 常 設 大 型 テ ー マ パ ー ク。4 年 目 に 突 入 し
た 2018 年 は「 ONE PIECE LIVE ATTRACTION
『PHANTOM』」がパワーアップしたほか、4D体
感シアターの映像もリニューアル！日本国内外
でさらに注目が集まっています。

Planning, development and operation of location business
and inbound business/Production and contract production
of music, theatrical plays, theatrical entertainment, movies,
and lectures/Operation, planning and management of
restaurant/Planning and sale of character merchandise.

TOP ICS

Located in Tokyo Tower Foot Town. “TOKYO ONE PIECE TOWER” is a
standing large-scale theme park of “ONE PIECE.”
In 2018, as it enters its fourth year, the park has powered up ONE PIECE LIVE
ATTRACTION “PHANTOM” and renewed the short movie of 4D experience
theater. The theme park is gaining ground in Japan and even overseas.

Amusequest Tokyo Tower LLP

所在地：東京都港区芝公園4-2-8 フットタウン4階

Planning, production and promotion of “TOKYO ONE PIECE TOWER”

設立：2014年10月22日

※株式会社アミューズ 100％出資連結子会社「株式会社アミューズクエスト」からの出資

株式会社インターグルーヴプロダクションズ

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Intergroove Productions Inc.

国内外におけるライブ・イベントに関わる業務
企画／制作／ツアー・アテンド業務／コンサルティング業務 など
代表取締役社長：大田高彰

P

Planning, production, tour attending and consulting work
related to live performances and events in Japan and overseas

所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー5階

設立：2014年11月19日

ブラッセルズ株式会社

TOPICS

1986年日本で最初のベルギービール専門店ブラッセ
ルズをオープン。現在は直輸入も手掛ける。
2009年より年間20万人以上が来場するベルギービー
ルウィークエンド実行委員会に参加。
2012 年には日本における功績を評価され、ベルギー
国王アルベール2世よりレオポルド2世勲章を受勲。

http://intergroove.jp/

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Brussels Co., Ltd.

ベルギービール等の飲食店の展開、輸入および卸売販売業

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Development of Belgian beer bars, importing and wholesale
business

TOP ICS

In 1986, “Brussels”, the first beer bar in Japan dedicated to Belgian beers, was opened.
Currently, the company is involved in the direct importation of Belgian beers.
Since 2009, it has participated in the Belgian Beer Weekend event as a
member of the Belgian Beer Weekend Organizing Committee. The Belgian
Beer Weekend event attracts more than 200,000 people every year.
In 2012, the company was awarded The Order of Leopold II by His Majesty
King Albert II of Belgium in recognition of its distinguished work in Japan.

代表取締役社長：宮腰俊男 所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー5階

設立：1989年4月3日

http://www.brussels.co.jp/

A MUSE GROUP

Amusequest Tokyo Tower 有限責任事業組合

「東京ワンピースタワー」の企画・制作及び興行

A

東京ワンピースタワー HP：https://onepiecetower.tokyo/

グループ会社

代表取締役会長：大里洋吉／代表取締役社長：原田知明
所在地：東京都港区芝公園4-2-8 フットタウン4階 設立：2014年7月22日

P

http://tokyofantasy.net/

A

株式会社希船工房

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Kifunekobo, Inc.

アーティストグッズ事業、アパレルブランド事業

TOPICS

アーティストグッズの企画生産やアパレルブランド展開など、新しい
文化提案に取り組んでいます。
取締役社長：鈴木尚貴

A

Artist merchandising, apparel business

TOP ICS

The company fosters the cultivation of new trends, through planning and
production of artist merchandise, apparel brands and other activities.

所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー5階

設立：2015年10月1日

株式会社 FRIENDS

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

FRIENDS CO., LTD.

アパレル事業、MUVEIL（レディースブランド）の企画・製造・販売

TOPICS

大人の女性に似合う、フェミニンなテ
イストに遊び心を忍ばせた中山路子が
デザインするブランド。

http://www.kifune-kobo.com

Planning, manufacturing and sale of “MUVEIL”
（ladies’ apparel brand）

TOP ICS

A brand designed by Michiko Nakayama for ladies, known for mixing
playfulness with a feminine touch.

代表取締役社長：鈴木尚貴 所在地：東京都渋谷区神宮前2-12-2 ステージ神宮前Ⅱ 設立：2007年3月7日

A

http://muveil.com/

株式会社 COMITAS

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

COMITAS Inc.

アパレル事業、junhashimoto（メンズブランド）の企画・製造・
販売

TOPICS

ファッションの枠だけにとどまらず、現代の「粋」な男の
世界を展開する。
代表取締役社長：林知宏

A

Planning, manufacturing and sale of“junhashimoto”（men’s
apparel brand）

TOP ICS

Going beyond fashion to explore the world of the modern, sophisticated
man.

所在地：東京都渋谷区代官山町8-5 代官山8･5ビル 3階

設立：2007年11月15日

株式会社 arounds

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

arounds inc.

アパレル事業、agris（レディースブランド）の企画・製造・販売

TOPICS

鷺森アグリが自ら描く世界観をウェアに
鋭く落とし込んだブランド。アート活動
も同時に発信します。
代表取締役社長：鈴木尚貴

A

Planning, manufacturing and sale of “agris”
（ladies’ apparel brand）

TOP ICS

The brand depicts the world of Aguri Sagimori through clothing. The brand
is promoted simultaneously with art activities.

所在地：東京都渋谷区神宮前3-32-2 K’s Apartment 101

設立：2015年12月28日

株式会社 TRANSPLUS

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

TRANSPLUS Inc.

アーティストグッズ及びアパレル製品の企画・生産、ブランドプロ
デュース

TOPICS

モノづくりからサービスに至るトータルプロデュースを基盤とし常に
顧客にときめきを与えていきます。
代表取締役社長：林知宏

Planning and production of artist merchandise and apparel,
branding

TOP ICS

One-stop solution spanning everything from production to service, to the
delight of clients.

所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー5階

※上記 4 社は株式会社アミューズ 60%出資連結子会社「株式会社希船工房」からの出資

http://junhashimoto.jp

設立：2015年12月28日

A

株式会社ライブ・インデックス

連結子会社（日本）
Consolidated Subsidiary（JAPAN）

LIVE INDEX Inc.

グッズ製作・販売・管理・通販／ファンクラブ運営／チケット／会
場施策／ソリューション全般

Merchandise production, sales, management and mailorder, fan club management, tickets, venue solutions, other
solutions, etc.

TOPICS

（株）テイパーズとの合弁会社として、全てのエンターテインメント事
業をコーディネートするだけでなく、会場セキュリティや最新のチケッ
ティング業務など、次世代に向けた事業開発に取り組んでいます。

代表取締役社長：山科功

O

所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1

TOP ICS

As a joint venture with TAPIRS Co., Ltd., we not only coordinate all forms of
entertainment business, but also engage in business development for next
generation services, including venue security and the very latest ticketing
services.

設立：2017年4月5日

株式会社ジェイフィール

子会社（日本）
Subsidiary（JAPAN）

J.Feel Inc.

企業をはじめとする組織と人を対象とした研修・コンサルティング
事業

Management training and consulting

TOP ICS

J.Feel is a consulting firm that helps people and organizations being more
active and inspirational with entertainment/artist management methods
of Amuse group. Everybody in this world would feel “I love my work”, “I love
my team”, “I love my company”.-that’s the aspiration of J.Feel.

TOPICS

設立：2007年11月6日

https://www.j-feel.jp/

株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン

関連会社（日本）
Affiliate（JAPAN）

LIVE VIEWING JAPAN Inc.

国内外の映画館やライブハウス等へのコンサート、イベント、舞
台などのライブエンターテインメントの生中継、及び映画やコンサー
トフィルム、テレビプログラム等収録物の企画、製作、配給

TOPICS

過去実施例：いきものがかり、AKB48、EXILE、X JAPAN、
エリック・クラプトン、おかあさんといっしょ（NHK Eテレ）
、
GLAY、桑田佳祐、坂本龍一、サザンオールスターズ、
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE、新日本プロレス、宝塚歌劇、
TEAM NACS、東方神起、浜田省吾、BTS、BIGBANG、福山雅治、
BABYMETAL、ボリショイ・バレエ、ミュージカル「黒執事」、
ミュージカル『テニスの王子様』、ももいろクローバー Z、矢沢永吉、
L’Arc～en〜Ciel、その他 ※五十音順

Live broadcast of live entertainment such as concert, event
and stage performances to movie theaters and music halls
etc both in Japan and overseas. Planning, production and
distribution of pre-recorded contents such as films, concert
films and TV programs

TOP ICS

Past LV examples：IKIMONOGAKARI、AKB48、EXILE、
X JAPAN、ERIC CLAPTON、Okaasan to Issho（NHK E-tele）、
GLAY、KEISUKE KUWATA、RYUICHI SAKAMOTO、
SOUTHERN ALL STARS、Sandaime J Soul Brothers from EXILE TRIBE、
NEW JAPAN PRO-WRESTLING、TAKARAZUKA REVUE、TEAM NACS、
TOHOSHINKI、SHOGO HAMADA、BTS、BIGBANG、
MASAHARU FUKUYAMA、BABYMETAL、BOLSHOI Ballet、
Musical「 Kuroshitsuji」、Musical『 The Prince of Tennis』、Momoiro Clover Z、
EIKICHI YAZAWA、L’Arc～en～Ciel and more

代表取締役相談役：大里洋吉／代表取締役会長：小谷浩樹／代表取締役社長：豊田勝彦
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階 設立：2011年6月2日

A

株式会社 MASH A&R（A-Sketch関連会社）

関連会社（日本）
Affiliate（JAPAN）

C MASH A&R （A-Sketch INC.Affiliate）
マネージメント・音源制作
代表取締役社長：石田美佐緒

http://liveviewing.jp/

Artist management, music production
所在地：東京都渋谷区桜丘町18-4 二宮ビル3階

設立：2013年5月17日

http://mash-ar.com/

A MUSE GROUP

O

所在地：東京都渋谷区渋谷3-3-2 渋谷MKビル6階

グループ会社

エンターテインメントとマネジメント
のノウハウを活かし、組織力開発を支
援する会社です。働く人が「仕事が面
白い、職場が楽しい、会社が好きだ」
と本気で思える社会の実現を目指しま
す。社外の人とつながり、社会の未来
について考えるためのコミュニティの
場も設けています。
代表取締役：高橋克徳

http://www.live-index.com

A

株式会社テイパーズ

関連会社（日本）
Affiliate（JAPAN）

TAPIRS Co., Ltd.

グッズ製作・会場販売、ファンクラブ運営・管理、郵便物発送、
チケット／会場ソリューション等

TOPICS

事業者様がビジネス／ユーザーケア面でより良い環境をご提供でき
るよう、トータルでコンサルティング、システム開発から現場での人
員対応まで全てをサポートするフルフィルメント・サービス『 ALL in
ONE』を提供しています。
代表取締役社長：森髙幸

A

所在地：東京都港区三田2-10-4

Goods production and on-the-spot sales, fan club management,
shipping of mails, ticket/venue solutions, etc

TOP ICS

We offer “ALL in ONE” fulfillment service、which supports everything from
consulting, system development to field personnel management in a bid to
provide a favorable environment in terms of business as well as user care.

設立：1991年4月26日

https://www.tapirs.co.jp/

LINE TICKET株式会社

関連会社（日本）
Affiliate（JAPAN）

LINE TICKET Corporation

電子チケットの販売プラットフォーム事業

E-ticket sales platform business

TOPICS

現在のチケット流通における不正転売問題、公式リセールなどの課題
を解決するとともに、ライブコンサートのみならず、舞台やスポーツ
などあらゆるエンターテインメントライブ産業の発展に寄与する、お
客様にとっても最良となる次世代の電子チケットサービスを提供し
てまいります。
代表取締役社長：舛田淳

OVERSEAS

TOP ICS

In addition to resolving current issues in ticket distribution including
unauthorized resale problems and authorized resale issues, the company
also provides next-generation e-ticket services that are ideal for customers,
and contribute to the advancement of all aspects of the live entertainment
industry; including not only live concerts but also stage and sports-related
entertainment.

所在地：東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー23階

設立：2017年9月1日

グループ会社［海外］

Kirei Inc.

C

海外連結子会社（米国）
Consolidated Subsidiary（U.S.A.）

Kirei Inc.

音楽著作権の管理等
President：大里久仁子

A

Copyright Management
所在地：970 W. 190th St., Suite 920, Torrance, CA 90502 USA

設立：1986年11月20日

AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.
AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.

ライブイベント開催、アーティストブッキング、PR、現地エンター
テインメント作品への出資等

TOPICS

イベント主催：
「The Gospellers Live in Singapore 2017」
（9月）、
「ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 LIVE IN SINGAPORE」
（1月）
PR：マリーナベイ・サンズ

日本向けPR戦略立案・実施

海外連結子会社（シンガポール）
Consolidated Subsidiary（Singapore）

Organization of live events, artist booking, PR, and investment in
local entertainment projects

TOP ICS

Events: “The Gospellers Live in Singapore 2017” (September),
“ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 LIVE IN SINGAPORE”(January)
PR: Marina Bay Sands PR strategy planning and execution (Japan market)
Investment: “C3 Anime Festival Asia Singapore 2017”

出資案件：
「C3 Anime Festival Asia Singapore 2017」
Managing Director：宮野治彦
所在地：8 Shenton Way, #22-03, AXA Tower, Singapore 068811

設立：2014年4月1日

https://www.facebook.com/Amuse.Inc.Asia

A

Amuse Group USA, Inc.

海外連結子会社（米国）
Consolidated Subsidiary（U.S.A.）

Amuse Group USA, Inc.

海外音楽事業全般、TV ／映画への出資・企画・製作、イベント
制作、USアーティストマネージメント、など

TOPICS

日本IPをハリウッドへ！
J-CREATIONプロジェクト

International Music Business; Financing, Developing and
Producing of TV and Film Projects; Event Productions &
Coordination; U.S. Artists Management, etc.

TOP ICS

Organized J-CREATION Event to Promote Japan’s Intellectual Properties to
Hollywood

「Anisong World Matsuri at Anime Expo 2017」および
「Anisong World Matsuri at Otakon 2017」制作受託

Live Concert Productions of “Anisong World Matsuri at Anime Expo 2017” &
“Anisong World Matsuri at Otakon 2017”

ブロードウェイミュージカルへの出資

Investment in Broadway Musicals

ローカルタレントブッキング事業をスタート

Launched the Local Talent Booking Business

ONE OK ROCK：海外マネージメント

Overseas Management for ONE OK ROCK

BABYMETAL: 北米展開サポート＆グラフィックノベル制作

US Management Support for BABYMETAL; Developing & Producing for
BABYMETAL Graphic Novel

President：畠中達郎
所在地：3975 Landmark Street, Suite 1400, Culver City, CA 90232

A

設立：2014年5月27日

http://www.amusegroupusa.com

Amuse Korea Inc.

海外連結子会社（韓国）
Consolidated Subsidiary（Korea）

Amuse Korea Inc.

アーティストの発掘・育成および海外市場の調査開拓等

Discovering and training artists; overseas market research and
development

TOP ICS

March – May: production and broadcasting of Korean TV drama “Kanojo wa
Uso o Aishisugiteru” (The Liar and His Lover)

9月「Pile ASIA TOUR Vol.2 in KOREA」主催
9月「IIDA RIHO Happy Rippi B Party 2017」主催

September: Organization of “Pile ASIA TOUR Vol.2 in KOREA”

11月「Love Live! Sunshine!! Aqours Club Activity LIVE & FAN
MEETING Trip to Asia -Landing action Yeah!!-」制作

September: Organization of “IIDA RIHO Happy Rippi B Party 2017”

代表取締役：宮野治彦

A

所在地：ソウル市江南区新沙洞557-16,2F

November: Production of “Love Live! Sunshine!! Aqours Club Activity LIVE
& FAN MEETING Trip to Asia -Landing action Yeah!!-”
February: Organization of “ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018
LIVE IN KOREA”

設立：2000年5月3日

CROONER PTE. LTD.

海外連結子会社（シンガポール）
Consolidated Subsidiary（Singapore）

CROONER PTE. LTD.

マーケティング戦略立案、コミュニケーションプランニング、広告
制作、イベント企画・制作、コンテンツ販売

TOPICS

日系企業のアジアにおけるマーケティング活動全般をサポート。特に
企業コミュニケーションと日本のコンテンツを繋いで相乗効果を導
くプランニングを得意としています。
Managing Director：宮野治彦
設立：2012年12月14日

http://www.amusekorea.co.kr/

Planning of marketing and communication strategies, advertising
production, event planning and production, content sales

TOP ICS

Provides support for Japanese companies looking to carry out marketing
activities in Asia. Specializes in drawing collaborations between
promotional activities of Japanese businesses and Japanese content
creators.

所在地：8 Shenton Way, #22-03, AXA Tower, Singapore 068811
http://crooner.com.sg/ja

※株式会社アミューズ 100% 出資連結子会社「AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.」からの出資

A

AMUSE FRANCE S.A.S.

海外連結子会社（フランス）
Consolidated Subsidiary（France）

AMUSE FRANCE S.A.S.

所属アーティストの欧州地域展開の支援、今後の欧州地域展開
に向けての事業開発、各種営業、マーケットの情報収集及び情
報発信等
Président：畠中達郎

所在地：20 Avenue Rapp, 75007 Paris, France

Provide support for Amuse-affiliated artists expanding into
Europe, business development for future expansion into Europe,
sales activities, market research and dissemination of related
market information
設立：2015年11月19日

A MUSE GROUP

2月「ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 LIVE IN KOREA」
主催

グループ会社

TOPICS

3月ー5月「カノジョは嘘を愛しすぎてる」韓国ドラマ制作、放送

A

雅慕斯娯樂股 有限公司

海外連結子会社（台湾）
Consolidated Subsidiary（Taiwan）

AMUSE ENTERTAINMENT TAIWAN INC.
アーティストマネージメント、ライブイベント・展覧会の開催、ドラ
マ・映画の企画出資、グッズ販売・Eコマース事業等

TOPICS

アーティストマネージメント：慢慢説、
田中千絵、李

Artist management, Organization of live events and exhibitions,
Planning and financing of TV drama and film projects,
Merchandising and e-commerce business

TOP ICS

Artist Management：MURMURSHOW, Chie Tanaka, Jenny Lee
Concerts: ONE OK ROCK, SEKAI NO OWARI, PORNO GRAFFITTI,
FLOW×GRANRODEO, JAM Project, OLDCODEX, THE IDOLM@STER,
Love Live! Sunshine!!, etc.

ライブ開催：ONE OK ROCK、
SEKAI NO OWARI、ポルノグラフィティ、
FLOW×GRANRODEO、JAM Project、
OLDCODEX、THE IDOLM@STER、
ラブライブ！サンシャイン!! 等

Exhibitions: SML EXPO, Exhibition of Shinkai Makoto, Exhibition of Attack
on Titan

展覧会開催：SML EXPO、新海誠展、進撃の巨人展
董事長：広沢誠

A

所在地：台北市大安區新生南路一段97巷44號

設立：2011年5月13日

Amuse Hong Kong Limited

海外連結子会社（香港）
Consolidated Subsidiary（Hong Kong）

Amuse Hong Kong Limited

所属アーティストのアジア地域展開の支援、ライブイベント開催、
アーティストブッキング、等

TOPICS

2016年11月5日
「鈴村健一Asia Live Tour 2016 “brand new world” in HONG KONG」主催
2016年11月6日
「JAM Project LIVE TOUR 2016～ AREA Z ～ in HONG KONG」主催
2018年1月31日
「ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR 2018 LIVE IN HONG KONG」
共催

https://www.facebook.com/amusetaiwan

Supports Amuse-affiliated artists breaking into the Asia region,
holds live events, arranges artist booking, etc.

TOP ICS

November 5, 2016: Organized “KENICHI SUZUMURA Asia Live Tour 2016 ‘Brand
New World’ in Hong Kong”
November 6, 2016: Organized “JAM Project LIVE TOUR 2016～ AREA Z ～ in
HONG KONG”
January 31, 2018: Co-organized “ONE OK ROCK AMBITIONS ASIA TOUR
2018 LIVE IN HONG KONG”

Director：宮野治彦 所在地：22nd Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
設立：2012年8月6日
https://www.facebook.com/amusegroup.hk

A

艾米斯

媒（上海）有限公司

海外連結子会社（中国）
Consolidated Subsidiary（China）

Amuse Shanghai

Live企画制作・映像企画制作・EC事業・イベント／広告ブッキン
グ業務・現地アーティスト開発など

TOPICS

5月『ハッピーエレメンツ&アミューズ プレゼンツ
２次元女性声優アイドル「Project Star」オーディション』実施
6月「BANDAI NAMCO SHANGHAI “ ANISONG PARTY”」主催
7月ー10月 オーディション番組「The Coming One」
（制作協力）
7月「BILIBILI MACRO LINK」＠メルセデスベンツアリーナ
（BILIBILI MACRO LINK×ANISONG WORLD MATSURIなど3イベント
の制作）

董事長：桂軍

所在地：上海市黄陂南路751号-1号楼-4F

Live performance planning and production, visual planning and
production, e-commerce, event/advertising booking services,
development of local artists

TOP ICS

May: Organized and conducted “Happy Elements & Amuse presents 2D
Voice Actress Idol ‘Project Star’ Audition”
June: Organized “Bandai Namco Shanghai ‘Anisong Party’”
July – October: Cooperated in the production of audition program “The
Coming One”
July: Cooperated in the production of “BILIBILI MACRO LINK” at Mercedes
Benz Arena (produced three events, including “BILIBILI MACRO LINK×
ANISONG WORLD MATSURI”)

設立：2013年3月11日

A

AmuseLantis Europe S.A.S.

海外連結子会社（フランス）
Consolidated Subsidiary（France）

AmuseLantis Europe S.A.S.

欧州市場におけるアニメ・アニソン関連のライブイベントおよび物
販事業会社

Live events and merchandising business related to anime and
anisong（anime songs）in the European market

TOP ICS

TOPICS

12月「JAPAN MUSIC PARTY 2017 in Paris」主催

December: Organized “JAPAN MUSIC PARTY 2017 in Paris”

12月ー4月 日本コンテンツのアンテナショップ「J-POP FORUM」出店

December – April: Participated as an exhibitor with an antenna shop
exhibiting Japanese content at “J-POP FORUM”

Président：畠中達郎 Directeur général：井上俊次
設立：2016年4月6日

A

所在地：20 Avenue Rapp, 75007 Paris, France（AMUSE FRANCE S.A.S.内）
https://www.facebook.com/amuselantiseurope/

北京芸神演芸芸術制作有限公司

海外子会社（中国）
Subsidiary（China）

Beijing Geishin Theatrical Art Production, Ltd.
アーティストの発掘・育成および海外市場の調査開拓等
董事長：山内学

Discovering and training artists; overseas market research and
development

所在地：北京市海澱区中関村南大街1号 北京友誼賓館雅園公寓64314号

設立：1996年7月31日

グループ会社

A MUSE GROUP

AMUSE FRANCE S.A.S.
AmuseLantis Europe S.A.S.
北京芸神演芸芸術制作有限公司
艾米斯

媒（上海）有限公司

Amuse Korea Inc.
Amuse Group USA, Inc.
株式会社アミューズ
雅慕斯娯樂股

Kirei Inc.

有限公司

Amuse Hong Kong Limited
AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.

CROONER PTE. LTD.

HISTORY

沿革

経営
Management

東京都渋谷区代官山町に
株式会社アミューズ設立（資本金5百万円）
Amuse Inc. is established in Daikanyama-cho,
Shibuya-ku, Tokyo (paid-in capital 5 million yen).

劇場用映画製作・配給会社として
アミューズ・シネマ・シティ株式会社を東京都渋谷区に設立
（1990年10月に株式会社アミューズシネマに商号変更）
For the purposes of film production and distribution,
Amuse Cinema City Inc. is established in Shibuya-ku, Tokyo
(company name changed to Amuse Cinema Inc. in October 1990).

米国にKirei Inc.を設立
Kirei Inc. is established
in U.S.A.

’78

’79

’80

’81

’82

’83

’84

’85

’86

’87

映画「モーニングムーンは粗雑に」製作
The film “Morning Moon Wa Sozatsu Ni” was
produced.

富田靖子 映画「アイコ十六歳」にて
日本アカデミー賞新人賞、横浜映画祭新人賞受賞
Yasuko Tomita wins the Best New Actress award
at the Japan Academy Awards and the Yokohama
Film Festival for her role in the film “Aiko 16 sai”.

劇団スーパー・エキセントリック・シアター
マネージメント開始
Amuse began managing Theatrical group
“Super Eccentric Theater”.

事業
Business

’78 - ’99
株式会社アミューズビデオ（2000年10月に
アミューズピクチャーズ株式会社に商号変更、
現株式会社博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）の関連会社として
アミューズソフト販売株式会社を設立
Amuse Sales, Inc. is established as an affiliate of Amuse Video Inc.
(company name changed to Amuse Pictures, Inc. in October 2000,
and it is currently known as Hakuhodo DY music & pictures Inc.).

株式会社アミューズシネカノン（1995年7月設立）が
渋谷に映画館CINE AMUSE EAST & WEST をオープン
Amuse CineQuanon Inc. (est. July 1995) opened movie theater
CINE AMUSE EAST & WEST in Shibuya.

中国に北京芸神演芸芸術制作有限公司を設立

映像ソフトの制作販売会社として
株式会社アミューズビデオを
東京都世田谷区に設立（2000年10月に
アミューズピクチャーズ株式会社に商号変更、
現株式会社博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）

Beijing Geishin Theatrical Art Production,
Ltd. is established in China.

本社を渋谷区桜丘町に移転

’89

’90

’91

’92

オフブロードウェイ・ミュージカル
「MAMA, I WANT TO SING」招聘
Amuse invited
Off-Broadway musical
“MAMA, I WANT TO SING”.

「平成名物テレビ
『三宅裕司のいかすバンド天国』」
（通称：イカ天）制作、
TV放送開始後バンドブーム始まる

’93

’94

’95

サザンオールスターズ、
北京首都体育館にて
初の海外コンサート実施
SOUTHERN ALL STARS performed
their first overseas concert at Beijing
Capital Gymnasium.

“Miyake Yuji no Ikasu Bando Tengoku
(Heisei Meibutsu TV)”, commonly called Ikaten,
was produced, sparking the subsequent band boom.

映画「稲村ジェーン」製作

’96

’97

’98

’99

HIS TORY

’88

Amuse moved head office to
Sakuragaoka-cho,
Shibuya-ku, Tokyo.

沿革

Amuse Video Inc., a video software production/
sales company, is established in Setagaya-ku, Tokyo
(company name changed to Amuse Pictures, Inc. in October 2000,
and it is currently known as Hakuhodo DY music & pictures Inc.).

日中初、中国・上海電視台との合作、
大型連続テレビドラマ「東京の上海人」、
上海をはじめ中国国内60局でオンエア
上海地域平均視聴率31.3％、
中国国内最高視聴率60％記録
In a first for China and Japan, the large-scale TV
drama series “Tokyo no Shanghai-jin”
was co-produced with Shanghai Denshidai and
broadcast at 60 television stations in China,
including Shanghai.
Average ratings for the Shanghai area were 31.3%.
Highest recorded rating in China as a
whole was 60%.

地球ゴージャス（岸谷五朗・寺脇康文）
舞台vol.1「瓶詰の地獄」制作

The film “Inamura Jane”
was produced.

The first stage “Binzume no Jigoku”
was produced by “Chikyu Gorgeous”
Theater Company
（Goro Kishitani & Yasufumi Terawaki）.

「Act Against AIDS（AAA）」
キャンペーンを企画
“Act Against AIDS (AAA)”
campaign planned.

須藤理彩
NHK連続テレビ小説
「天うらら」主演
Risa Sudou appears on
NHK Morning Drama
“Ten Urara” (Main role).

HISTORY

沿革

経営

3月24日東京証券取引所 市場第二部へ上場

代表取締役社長に畠中達郎就任

Listed on the Second Section
of the Tokyo Stock Exchange on March 24.

Tatsuro Hatanaka assumes the
post of Representative Director
and President.

Management
アミューズソフト販売株式会社を
アミューズソフトエンタテインメント株式会社に商号変更

韓国にAmuse Korea Inc.を設立

Amuse Sales, Inc. changes name to
AMUSE SOFT ENTERTAINMENT INC.

Amuse Korea Inc. is established in Korea.

J.Feel Inc. is established through a
joint investment.

ビクターエンタテインメント株式会社
（現株式会社JVCケンウッド・
ビクターエンタテインメント）との
共同出資によりタイシタレーベル
ミュージック株式会社を設立

アミューズソフト販売株式会社の株式をアミューズピクチャーズ
株式会社（現株式会社博報堂DYミュージック&ピクチャーズ）
が取得したことにより子会社化

TAISHITA Label Music Co., Ltd. is
established through a joint
investment by Amuse and Victor
Entertainment, Inc. (it is currently
known as JVCKENWOOD Victor
Entertainment Corp.).

Amuse Pictures, Inc. (it is currently known as Hakuhodo DY music
& pictures Inc.) acquires shares for Amuse Sales, Inc. and makes it
its subsidiary.

’00

共同出資により
株式会社ジェイフィールを設立

9月20日 大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場へ株式上場

3月1日 東京証券取引所 市場第一部へ上場

Listed on the Osaka Securities Exchange NASDAQ Japan on
September 20.

Listed on First Section of the
Tokyo Stock Exchange on March 1.

’01

’02

’03

’04

’05

映画「シュリ」を
アミューズシネカノンと共同配給

’06
騎馬オペラ
「ジンガロ Zingaro」
招聘

The film “Shuri” co-distributed with
Amuse CineQuanon.

Amuse invited equestrian
opera “Zingaro”.

ロックミュージカル
「WE WILL ROCK YOU」
招聘

アミューズピクチャーズ
配給映画
「戦場のピアニスト」が、
第55回カンヌ国際
映画祭にて
パルムドール受賞

’07
野外フェスティバル「THE夢人島Fes. 2006
WOW!! 紅白！エンタのフレンドパーク
HeyHeyステーション…に泊まろう！」
浜名湖ガーデンパークにて開催
Amuse hosted open-air festival “THE MUJINTO Fes.
2006 WOW!! Kohaku! Enta no Friend Park HeyHey
Station...ni Tomarou!” at Hamanako Garden Park.

「アミューズ30周年
全国オーディション」開催

Amuse invited rock musical
“WE WILL ROCK YOU”.

The film “The Pianist”
distributed by Amuse Pictures
wins the Palme d'Or at the
55th Festival International du
Film de Cannes.

インターネットショップ「AMBRA」
（現アスマート）オープン
Amuse opened internetshop “AMBRA”
（it is currently known as A!SMART).

福山雅治15周年記念
全国アリーナツアー実施
Masaharu Fukuyama performed 15th
anniversary concerts at arenas
nationwide.

Amuse held “Amuse 30th
Anniversary Nationwide
Audition”.

アミューズソフトエンタテインメント
株式会社との共同企画による
NHKみんなのうた
「おしりかじり虫」大ヒット
“Oshirikajiri Mushi”, a song
jointly developed by AMUSE
SOFT ENTERTAINMENT INC.
and NHK “Minnanouta”,
became a major hit.

「サザンファンの勝手に25周年 真夏の秘宝館！in お台場」開催

事業
Business

Amuse hosted “SOUTHERN Fan no Katte ni 25
Shu-nen Manatsu no Hihokan! in Odaiba.”

TEAM NACS 舞台「LOOSER」
初の東京公演
The first stage in Tokyo
“LOOSER” was produced by
TEAM NACS.

村川絵梨
NHK連続テレビ小説「風のハルカ」主演
Eri Murakawa appears on NHK Morning Drama
“Kaze no Haruka” (Main role).

’00 - ’11

台湾に雅慕斯娯樂股 有限公司
を設立

ベルギービールの飲食店を展開するブラッセルズ株式会社を子会社化
Brussels Co., Ltd., a company that develops Belgian beer bars,
is incorporated as a subsidiary.

AMUSE ENTERTAINMENT
TAIWAN INC. is established in Taiwan.

KDDI株式会社との共同出資により株式会社A-Sketchを設立

株式会社ファミリーマート他2社との
共同出資により株式会社
ライブ・ビューイング・ジャパンを設立
（同年に他５社、2015年に他1社が出資。
2016年6月現在計10社が出資）

A-Sketch INC. is established through a joint investment by
Amuse and KDDI CORPORATION.

アミューズソフトエンタテインメント株式会社を
株式追加取得により完全子会社化
AMUSE SOFT ENTERTAINMENT INC., a wholly-owned subsidiary,
is formed through the acquisition of
additional shares.

株式会社アミューズエデュテインメントを設立
Amuse Edutainment Inc. is established.

’09
サザンオールスターズ
「真夏の大感謝祭」
30周年記念LIVE
開催
SOUTHERN ALL
STARS performed
their 30th
anniversary concert
“Manatsu no
Dai Kanshasai.”

’10
福山雅治 20周年記念全国アリーナツアー
実施、初の武道館ライブ
Masaharu Fukuyama performed 20th
anniversary concerts at arenas nationwide,
including his first concert at Nippon Budokan.

アミューズソフトエンタテインメント株式会社製作出資
作品「おくりびと」が第81回アカデミー賞®にて、
日本映画史上初となる外国語映画賞受賞
“Departures”, a film produced by AMUSE
SOFT ENTERTAINMENT INC., is the first
Japanese film to win the Oscar for Best Foreign
Language Film at the 81st Academy Awards.

アミューズ30周年記念映画
「キラー ･ヴァージンロード」製作
The film “Killer Virgin Road” commemorating
the 30th anniversary of Amuse was produced.

株式会社アミューズエデュテインメントが浅草に
「アミューズミュージアム」をオープン
Amuse Edutainment Inc. opened
“Amuse Museum” in Asakusa.

「ららら農業プロジェクト」発足
“La La La farming project” began.

HIS TORY

’08

’11
福山雅治
NHK大河ドラマ
「龍馬伝」主演
Masaharu Fukuyama
appears on NHK
historical drama
“Ryomaden.” (Main role).

情報セキュリティ
マネジメントシステム
「ISMS」認証取得
Amuse obtained the
Information Security
Management System (ISMS)
certification.

深津絵里
映画「悪人」にて、
第34回モントリオール
世界映画祭・
最優秀女優賞を受賞
Eri Fukatsu wins the Best
Actress Award
at the 34th World Film
Festival in Montreal
for her role in the film
“Villain”.

「アミューズ全国オーディション2009」開催
Amuse held “Amuse nationwide Audition 2009”.

騎馬スペクタクルZingaro「BATTUTA」招聘
Amuse invited equestrian opera spectacle Zingaro “BATTUTA”.

沿革

LIVE VIEWING JAPAN Inc. is established
through a joint investment by Amuse,
FamilyMart Co., Ltd.
and 2 other companies.
(5 other companies participate in the
investment at the same year.
And one more company joins in 2015,
the total of joint investment companies
is 10 as of June 2018.)

上野樹里
NHK大河ドラマ
「江〜姫たちの戦国〜」主演
Juri Ueno appears
on NHK historical drama,
“Gou Himetachi no Sengoku”
(Main role).

アミューズ史上初のプロジェクト
「チーム・アミューズ!!」
によるスペシャルソング
『Let’s try again』を
チャリティ配信・CD発売
For the first time,
distributed and sold
CDs of the special charity song
“Let's try again” by “Team Amuse!!”

HISTORY

沿革

経営

米国にAmuse Group USA, Inc.を設立
Amuse Group USA, Inc. is established. in U.S.A.

株式会社ラストラム・ミュージックエンタテイメントとの
共同出資により株式会社TOKYO FANTASYを設立

Management

TOKYO FANTASY Inc. is established through a joint
investment by Amuse and Lastrum Music
Entertainment inc.

シンガポールにシンガポール支店を設立
Singapore Branch is established in Singapore.

株式会社アミューズクエストを設立

香港にAmuse Hong Kong Limitedを設立

株式会社アミューズクエストが他 11 社との共同出資により
Amusequest Tokyo Tower有限責任事業組合を設立

Amusequest Inc. is established.

Amuse Hong Kong Limited is established in Hong Kong.

Amusequest Tokyo Tower LLP is established
through a joint investment by Amusequest Inc. and
11 other companies.

株式会社 A-Sketch が他 3 社との共同出資により
株式会社MASH A&Rを設立
MASH A&R is established through a joint investment by ASketch INC. and 3 other companies.

株式会社インターグルーヴプロダクションズを設立
Intergroove Productions Inc. is established.

シンガポール支店を現地法人化し、シンガポールにAMUSE
ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.を設立
The Singapore Branch is reorganized into an
overseas subsidiary under the name
AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.

中国に艾米斯 媒（上海）有限公司を設立
Amuse Shanghai is established in China.

’12

’13

’14
サザンオールスターズ デビュー35周年
SUPER SUMMER LIVE 2013
「灼熱のマンピー !! G★スポット解禁!!」
野外スタジアムツアー開催
SOUTHERN ALL STARS performed 35th anniversary SUPER
SUMMER LIVE 2013, “Shakunetsu no Manpi!! G★Spot
Kaikin!!”, at stadium nationwide.

福山雅治主演映画「そして父になる」が、
第66回カンヌ国際映画祭・コンペティション部門にて
審査員賞を受賞
The film “Like Father, Like Son”, starring
Masaharu Fukuyama, wins the Prix du Jury in the competition
at the 66th Festival International du Film de Cannes.

吉高由里子
NHK連続テレビ小説「花子とアン」主演
Yuriko Yoshitaka appears on NHK Morning Drama
“Hanako to Anne” (Main role).

吉高由里子
「第65回NHK紅白歌合戦」司会
Yuriko Yoshitaka acts as MC for the
“65th NHK Kohaku Uta Gassen”.

「アミューズオーディションフェス」開催
Amuse held “Amuse Audition Fes”.

浅草に「アミューズカフェシアター」をオープン
Amuse opened “Amuse Cafe & Theatre” in Asakusa.

六本木に「アミューズ・ミュージカルシアター」をオープン
（ネーミングライツによる1年間の期間限定）
Amuse opened “Amuse Musical Theatre” in Roppongi
(due to naming rights, this was limited to a year).

アミューズ35周年記念野外ライブイベント「Amuse 35th Anniversary
BBQ inつま恋 ～僕らのビートを喰らえコラ！～」を、静岡県つま恋にて開催
Amuse hosted outdoor festival “Amuse 35th Anniversary BBQ in
Tsumagoi -Bokura no beat wo kurae kora!-” at Shizuoka Prefecture.

事業
Business

ブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」に出資、トニー賞6部門受賞
The Broadway musical “Kinky Boots” financed
by Amuse wins six Tony Awards.

オフィシャルFacebook開設
Amuse opened official Facebook account.

’12- ’18
AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.が
シンガポールを中心にエンターテインメント事業を展開する
CROONER PTE.LTD.を子会社化

株式会社横浜アリーナの株式を一部取得
Acquisition of the shares of
YOKOHAMA ARENA CO.,LTD.

CROONER PTE.LTD., engaging in the entertainment
business chiefly in Singapore, is incorporated as a subsidiary by
AMUSE ENTERTAINMENT SINGAPORE PTE. LTD.

アミューズソフトエンタテインメント株式会社を
吸収合併
Amuse merged with
AMUSE SOFT ENTERTAINMENT INC.

株式会社ROOL PARTNERSとの
共同出資により株式会社希船工房を設立
Kifunekobo, Inc. is established through a
joint investment by
Amuse and ROOL PARTNERS INC.

フランスにAMUSE FRANCE S.A.S.を設立
AMUSE FRANCE S.A.S. is
established in France.

株式会社テイパーズを持分法適用会社化
TAPIRS Co., Ltd.is consolidated as
an equity-method affiliate.

株式会社テイパーズとの共同出資により
株式会社ライブ・インデックスを設立

株式会社希船工房がアパレルブランドを展開する
株式会社FRIENDS、株式会社arounds、
株式会社COMITASの3社およびグッズの企画・提案を
行う株式会社TRANSPLUSを子会社化

LIVE INDEX Inc. is established
through a joint investment
by Amuse and TAPIRS Co., Ltd.

Kifunekobo,Inc. turns three companies
developing apparel brands, namely FRIENDS CO.,
LTD., arounds inc. and COMITAS Inc., as well as
merchandise planning and solution company
TRANSPLUS Inc. into subsidiaries.

LINE株式会社、
株式会社テイパーズとの共同出資により
LINE TICKET株式会社を設立

株式会社ランティス（現株式会社バンダイナムコアーツ）
との共同出資によりフランスに
AmuseLantis Europe S.A.S．
を設立

LINE TICKET Corporation is established
through a joint investment by
LINE Corporation, Amuse and TAPIRS Co., Ltd.

’16
Amusequest Tokyo Tower
有限責任事業組合が
芝公園・東京タワー内に
「東京ワンピースタワー」をオープン
Amusequest Tokyo Tower LLP opened
“TOKYO ONE PIECE TOWER” within
Tokyo Tower, located in Shiba Park.

アミューズ企画・製作作品
「永遠の０」が第38回
日本アカデミー賞にて全8冠獲得
The film “The Eternal Zero”,
planned and produced by Amuse,
wins a total of eight awards at the 38th
Japan Academy Prize.

BEGIN「25周年記念音楽公園
～石垣島で会いましょう～」開催
BEGIN performed
“25 shunen kinen ongaku koen
– Ishigaki jima de aimasho –”.

福山雅治 デビュー25周年記念
「福山☆夏の大創業祭2015」開催

’17
新日本プロレスリング株式会社と、
所属レスラーの芸能活動における
業務提携を開始
Business tie-up on entertainment
activities of professional wrestlers affiliated with
New Japan Pro-Wrestling Co., Ltd. commences.

BABYMETAL 日本人アーティストとして
初のワンマンライブ
「BABYMETAL WORLD TOUR 2016
kicks off at THE SSE ARENA WEMBLEY!!」を、
イギリス・The SSE Arena,Wembleyにて開催
BABYMETAL performed
“BABYMETAL WORLD TOUR 2016 kicks off at
THE SSE ARENA WEMBLEY!!”
at The SSE Arena, Wembley, England,
marking the first standalone live performance by
Japanese artists at the venue.

「Amuse Multilingual
Artists Audition “世界と、話そう。”」
開催（2016～2017年）
Amuse held “Amuse Multilingual Artists Audition
‘Sekai to Hanasou’ ”(2016～2017).

Masaharu Fukuyama performed
Debut 25th Anniversary Live
“Fukuyama☆Natsu no Daisougyousai 2015 ”.

深津絵里 主演映画「岸辺の旅」が
第68回カンヌ国際映画祭・
「ある視点」部門で監督賞を受賞
The film “Journey to the Shore” starring Eri Fukatsu wins
the prize for Best Director in the Un Certain Regard section at the 68th Cannes Film Festival.

’18
「Panasonic presents WA!!
-Wonder Japan Experienceフエルサ ブルータ」をアミューズ創立
40周年記念事業として世界初演
Amuse held world premiere of “Panasonic
presents WA!! - Wonder Japan ExperienceFuerza Bruta” as part of Amuse Inc.’s 40th
anniversary celebrations.

「感動オリーブオイル」発売開始、
食事業に初参入
Amuse entered the food business
with the launch of “Kandou Olive Oil”.

アスリートの
トータルプロデュース事業を開始、
スポーツビジネス市場に本格参入
Amuse launched an “athlete total
production” business, this means
Amuse has made a full-scale entry
into the sports business.

「アミューズ
全県全員面接オーディション2017
〜九州・沖縄編〜」開催
Amuse held “Amuse Nationwide
Audition 2017, interviewing with everyone!
– Kyushu & Okinawa Edition –”.

HIS TORY

’15

沿革

AmuseLantis Europe S.A.S. is established
through a joint investment by
Amuse and Lantis Co., Ltd. (it is currently known as
BANDAI NAMCO Arts Inc.) in France.

PROFILE
商号
株式会社アミューズ

会社概要
グループ会社・拠点一覧

本社所在地
東京都渋谷区桜丘町20番1号

連結子会社（日本）

連結子会社（海外）

タイシタレーベルミュージック株式会社

Kirei Inc.（米国）

株式会社A-Sketch

設立
1978年（昭和53年）10月16日

株式会社アミューズエデュテインメント

AMUSE ENTERTAINMENT
SINGAPORE PTE.LTD.（シンガポール）

資本金
1,587,825,000円

株式会社アミューズクエスト

従業員数
280人（アミューズグループ 434人）

株式会社インターグルーヴプロダクションズ

Amusequest Tokyo Tower 有限責任事業組合

※パートおよび嘱託職員は含んでいません
（2018年3月31日現在）

上場市場（証券コード）
東京証券取引所 市場第一部 4301
取締役

監査役

代表取締役会長
大里洋吉

常勤監査役
横沢宏明

代表取締役
畠中達郎

監査役（社外）
石川順道 大野木猛
灰原芳夫

取締役
柴洋二郎
相馬信之

市毛るみ子
齊藤直人

株式会社TOKYO FANTASY

※2018年6月24日現在

ブラッセルズ株式会社
株式会社希船工房
株式会社FRIENDS

Amuse Group USA, Inc.（米国）
Amuse Korea Inc.（韓国）
CROONER PTE. LTD.（シンガポール）
AMUSE FRANCE S.A.S.（フランス）
雅慕斯娯樂股 有限公司（台湾）
Amuse Hong Kong Limited（香港）
艾米斯 媒（上海）有限公司（中国）

株式会社COMITAS

AmuseLantis Europe S.A.S.（フランス）

株式会社arounds

子会社（海外）

株式会社TRANSPLUS

北京芸神演芸芸術制作有限公司（中国）

株式会社ライブ・インデックス

その他 5社

子会社（日本）
株式会社ジェイフィール
関連会社（日本）
株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン
株式会社MASH A&R（A-Sketch関連会社）
株式会社テイパーズ

取締役（社外）
増田宗昭 安藤隆春

LINE TICKET株式会社

Name

Group Company & Base

AMUSE INC.

Consolidated Subsidiary（JAPAN）

Consolidated Subsidiary（Overseas）

TAISHITA Label Music Co., Ltd.

Kirei Inc.（U.S.A.）

A-Sketch INC.
Amuse Edutainment Inc.

AMUSE ENTERTAINMENT
SINGAPORE PTE.LTD.（ Singapore）
Amuse Group USA, Inc.（U.S.A.）

Address
20-1 Sakuragaokacho, Shibuya-ku, Tokyo
Established
October 16, 1978

TOKYO FANTASY Inc.
Amusequest Inc.
Amusequest Tokyo Tower LLP
Intergroove Productions Inc.

Capital
1,587,825,000 yen
Employees

Amuse Korea Inc.（Korea）
CROONER PTE. LTD.（ Singapore）
AMUSE FRANCE S.A.S.（ France）
AMUSE ENTERTAINMENT
TAIWAN INC.（ Taiwan）
Amuse Hong Kong
Limited（Hong Kong）

Tokyo Stock Exchange 1st Section 4301

Brussels Co., Ltd.
Kifunekobo, Inc.
FRIENDS CO.,LTD.
COMITAS Inc.
arounds inc.

Director

Auditor

TRANSPLUS Inc.
LIVE INDEX Inc.

Representative
Director and Chairman
Yokichi Osato
Representative Director
Tatsuro Hatanaka
Director
Yojiro Shiba
Rumiko Ichige
Nobuyuki Soma
Naoto Saito
Director（External）
Muneaki Masuda
Takaharu Ando

Standing Auditor
Hiroaki Yokozawa
Auditor（External）
Yorimichi Ishikawa
Takeshi Onogi
Yoshio Haibara

Subsidiary（JAPAN）

Beijing Geishin Theatrical Art
Production, Ltd.（China）

J.Feel Inc.

Other 5 companies

*As of June 24, 2018

TAPIRS Co., Ltd.
LINE TICKET Corporation

280（434 in Amuse Group）,
This figure does not include part-time and
temporary workers.<As of March 31, 2018>
Listing（Stock Code）

Affiliate（JAPAN）
LIVE VIEWING JAPAN Inc.
MASH A&R（A-Sketch INC. Affiliate）

Amuse Shanghai（China）
AmuseLantis Europe S.A.S.（France）
Subsidiary（Overseas）

公司概要

商號
株式會社Amuse

總公司所在地
東京都澀谷區櫻丘町20號1號
成立
1978年（昭和53年）10月16日
資本金
1,587,825,000日圓

職工人數
280人（Amuse 集團 434人）

＊不包括臨時職員和委託職員
〈2018年3月31日現在〉

上市市場（證券號碼）
東京證券交易所 市場第一部4301

公司简介

商号
株式会社Amuse

成立
1978年（昭和53年）10月16日

职工人数
280人（Amuse 集团 434人）

＊不包括临时职员和委托职员
〈2018年3月31日现在〉

上市市场（证券号码）
东京证券交易所 市场第一部4301

기업 개요

상호
주식회사 아뮤즈

본사소재지
도쿄 시부야쿠 사쿠라가오카쵸 20-1
설립
1978년（쇼와53년）10월 16일
자본금
1,587,825,000엔

종업원수
280명（아뮤즈그룹 434명）

파트타임과 촉탁사원은포함되어있지않음
〈2018 년 3 월 31 일 현재〉

상장시장（증권코드）
도쿄증권거래소 시장 제1부 4301

董事長

畠中達郎
董事

柴洋二郎 市毛琉美子 相馬信之 齊藤直人
股東

増田宗昭 安藤隆春
監查人

董監事

橫澤宏明
監查人

石川順道

大野木猛

原夫

2018年6月24日現在

董事

董事长

大里洋吉
董事长

畠中达郎
董事

柴洋二郎 市毛琉美子 相马信之 齐藤直人

PROFIL E

资本金
1,587,825,000日元

大里洋吉

会社概要

总公司所在地
东京都涩谷区樱丘町20号1号

董事

董事長

董事（公司外部）

増田宗昭 安藤隆春
审计员

常任审计员
横泽宏明

审计员（公司外部）

石川顺道 大野木猛 灰原芳夫

2018年6月24日现在

이사

대표이사 회장
오사토 요키치

대표이사
하타나카 타츠로

이사
시바 요지로 이치게 루미코 소마 노부유키 사이토 나오토
사외 이사
마스다 무네아키 안도 타카하루
감사역

감사역
요코자와 히로아키
사외 감사역
이시카와 요리미치

오노기 다케시

하이바라 요시오

2018년 6월 24일 현재

