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常に広い視野に立ち

豊かな感性と大いなる夢のもとに

人と地域社会を愛し

新しい価値の創造に挑む

勇気と誠意ある企業でありたい



「プラザクリエイトは何屋なのだろう？」
２０２０年を迎え、コロナが世界中を襲い、未来がより不確実になっていくなか、

「プラザクリエイトは何屋なのだろう？」と考えを巡らせておりました。

当社は創業以来、時代とともに手段を増やしながら、

人と人をつなぐことで生まれる感動や楽しさを大切にしてきました。

考えを深めていくなかで、この大切にしてきたことは、どんなに時代が変わろうとも、

大切にしつづけたい “プラザクリエイト” という社名に込めた思いそのものであり、

当社の普遍的な価値観であることに改めて思い至りました。

人と共有する感動や楽しさを大切にしていきたい、オンラインで簡単につながる豊かさも、

わざわざオフラインでつながる尊さも、“人と人がつながる大切さ” をもっと広めていきたい

プラザクリエイトは、「◯◯屋」と呼べる会社ではありません。

特定のモノを売っているのではなく、人と人とがつながるきっかけとなる

「広場＝プラザ」をつくってきたと、「原点」に立ち戻ることができました。

２０２０年８月、コーポレートビジョン及びロゴを刷新。
テクノロジーの発達によって人が集まる” 広場” はつくりやすくなりました。

ですが、どれだけテクノロジーが発達しても、

人間の五感全体で感じられる” 広場” の存在もまた、尊いものです。

プラザクリエイトは、手法にこだわるのではなく「みんなの広場をつくる。」ことを

一層目指して進んでいきたいという意思表明を、ステークホルダーの皆様にお伝えすべく、

コーポレートビジョンならびにロゴも一新しました。

創業当時、夢いっぱいの２３歳の自分に再び出会った時のようなビジョンにワクワクしながら、

この時代に必要なプラザをクリエイトしていく所存です。

株式会社プラザクリエイト本社

代表取締役社長
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新たな価値を世の中に提案するには、豊かな創造性が欠かせません。 プラザクリエイトの

企画は、お客様やお取引先様と徹底的に向き合い、話すことからスタートします。

それを過去の経験という資産に結びつけ、極限まで考え分析し、今までにない新しい

価値やサービスに昇華させます。

豊かな企画にあたり欠かせない要素とは、まずひとりひとりが「企画とは何か」を

意識すること。そして、誰かひとりが考え起案したものに対し、チームで相談し、

小さいことでもまずは実行に移すことが我々の成功の秘訣です。

私たちが手掛ける人気商品の一つである「なんでもダビング」も、転機はこの企画力に

ありました。もとはパレットプラザの純粋なダビングサービスでしたが、店舗スタッフが

お客様の声に耳を傾け、チームで分析し、会社としてネーミングや価格設定を見直した

結果、売上規模が約１０倍に成長しました。

どんなに時代が変わっても変わらない、当社の “強みの源泉” をご紹介します。

プラザクリエイトの技術者は、長年ものづくりに携わり培ってきた品質へのこだわりと、

ひとつひとつのデータと向き合うひたむきさ、そしてそのデータの魅力を最大限に

引き出す技術を持ち合わせています。しかし、それだけに驕ることなく、常に世の中の

ニーズに敏感でいることにも同じくらい気を配ります。

それは、技術面でのこだわりはもちろんですが、世の中やお客様の「今」のニーズに

合わせた最適なものづくりを行う事も、大事なクラフトマンシップのひとつの要素で

ある事に起因するのかもしれません。

銀塩写真からスタートした経験と技術を、現代を生きるお客様が一番価値を見出す

デジタルデータの形に昇華しています。技術力を単なる技術力のまま風化させない。

３０年間積み上げてきたもので、世界をより素晴らしくする。ものづくりへの果てない

好奇心も、私たちの大事なクラフトマンシップの一部です。

プラザクリエイトは、自社工場を保有しています。工場に一歩足を踏み入れると、数々の

機械が規則的な音を立てながら製品を生み出し続けています。その付近では、最高峰の

クオリティかどうかを見極める品質チェックや、商品についてのディスカッションが

繰り広げられます。

豊かな創造性と職人技をつなぐ独自の生産ラインとして、工場は非常に重要な役割を

担います。ここで形になる夢や思いは、私たちの商品だけに限りません。プラザ

クリエイトの自社工場では、他企業様のアイデアや夢をも形にし、そして世の中に

提供する事も可能です。

パレットプラザを始めとする多くの店舗を、日本全国に構えている事も変わらぬ私たちの

ひとつの競争力です。店舗を単なる販売拠点とせず、ある時は本社とお客様の架け橋

として、またある時は価値提供のプロ集団として、様々な側面から機能する事で、

ビジネスの可能性を拡大します。
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私たちは、他にはないアナログ領域のノウハウに、デジタル領域のテクノロジーを掛け合わせることで、

新たなサービスラインナップを拡充・進化させてまいりました。

サービスを利用したその先で、感嘆の声が漏れていたか。

単なるコラボレーションにとどまらず、オープンイノベーションの域に達しているか。

常に広い視野を持ちながら、新しい価値の創造に挑み、

動き【＝MOTION】続けます。

―事業領域―

思い出を写真プリントや、また写真を
使ったモノで表現することで、大切な
人と集う “広場” をつくってきました。
全国に出店しているフォトサービス
ショップの「パレットプラザ」を始め、
こだわりの写真を残したい人のための
写真スタジオ「スタジオパレット」、
ＥＣサイトでも様々な想いをカタチにする
サービスを展開しています。
これからも大切な人とつながるきっかけ
となる、そんな広場づくりをしていき
ます。

全国に 「ソフトバンク」「ワイモバ
イル」などのキャリアショップを
展開。 
スマートフォンがより必要不可欠な
存在となる中、ライフステージに
寄り添い、デジタルで絆を繋いで
きました。
これからもそんな当たり前という
“大切” を守る広場づくりをして
いきます。

私たちが提供したいのはモノでは
なくワクワクをうみだす 「つくる」
と いう体験そのものです。
ＤＩＹキットブランド「つくるんです
(R)」を始め、自社工場の強みを
活かし、協業・ＯＥＭにも積極的に
取り組んでおります。
ワクワクを「想像」し、「創造」する。 
ソウゾウ事業で遊び心溢れる広場
づくりをしていきます。
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ともに創り、ともに盛り上げ、ともに価値を生む。
お取引企業様の「したい！」に寄り添い、形にします。 

私たちが全国で運営をするパレットプラザから毎日受注して生産を担う自社工場がございます。
この店舗と工場の機能を生かした私たちの強みは下記4点。

　■ 企画力
　 様々な業界との協業経験を踏まえ、貴社の魅力を最大化する企画提案をします。デザインやイベント企画もお任せください。

　■ スケールメリット
　 店舗からの受注により原材料を大量に仕入れていますので、安価にご利用いただけます。

　■  1点からのオンデマンドサービス
　 これまで培ったオンデマンドプリントサービスで、各種製品 1点から対応可能。貴社の在庫リスクゼロでのご提案ができます。

　■ 短納期
　 お客様への直接発送も可能です。

お取引先は、大手写真メーカー、教育機関向け写真会社、芸能事務所、スポーツチーム、アニメ・ゲームメーカーなど。
写真印刷はもちろん、最近ではファン向けのオリジナルグッズ開発にも力を入れています。

オリジナルグッズOEM事業

法人様向けサービス一覧

貴社のニーズに合わせ、ベストなご提案をします

貴社の魅力を、当社の企画と技術で最大化する

様々なグッズの企画・販売を行っています

フォトブック オリジナルグッズ 写真プリント

撮影イベント ワークショップ 年賀状

じぶんでつくる、アレンジできる。 
つくる時間は楽しい時間。
世界に一つを作れる「つくるんです®」

上記をコンセプトに「つくるんです®」が生まれました。

　●ご自身で作成していただくハウス型DIY組み立てキット「MINIATURE HOUSE」
　● ぜんまい仕掛けなど楽しめるギミックを搭載した動く3Dウッドパズル「MECHANICAL GEARS」
　● 音や光に反応して吠える！噛む！歩く！動く3Dウッドパズル「DINOSAUR SERIES」
　● 手動ハンドルを回してからくり連鎖が起こる動く3Dウッドパズルオルゴール「MUSIC BOX」
　● 小さなお子様と一緒にものづくりが楽しめる工具要らずのペーパークラフト「PAPER CRAFT」

など様々なニーズに合った豊富なラインナップをご用意。

今後も当ブランドシリーズ拡充と外販お取引企業の拡大を目指します。

エンドユーザー様がお困りの場合には、弊社によるサポート対応をご利用いただくことができます。
貴社の確かな成長のため、誠意と熱意をもって最大限バックアップいたします。

つくるんです®

ぜんまい仕掛けが人気の「MECHANICAL GEARS」シリーズ 日本語の説明書付＆コールサポート対応で、安心して作成いただけます

買う楽しさから「つくる楽しさ」へ
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5G時代のビジネスシーンを支えるモバイルパートナー。
全国100店の店舗網やご訪問でのきめ細やかな対応を通じ、
法人専用プランによるモバイル端末とICTソリューションをご提供します。

ソフトバンク /ワイモバイルショップ運営店舗数第 3位の私たちが手掛ける法人モバイル事業です。
公式料金を大幅に下回る、法人専用のオリジナルプランの提供をしております。

混雑するモバイルショップへの来店は不要となり、担当営業が直接訪問し、ご検討台数1台からコスト削減の為にご提案。
導入後も全国100店舗を運営する私たちが、安心のバックアップ体制で貴社のコスト削減を継続サポートいたします。

【取り扱い商材】
　■  衛星電話 / 4Gケータイ / スマートフォン / タブレット / ポケットWiFi ルーター
　■  各種 ITソリューション（セキュリテイ・勤怠管理・ビデオ会議・チャットなど）
　■  クラウドPBX / フリーWiFi ルーター / ソフトバンクでんき

モバイル法人事業

全国 5か所の法人営業部拠点に加え、１００店舗以上のモバイル店舗を運営 携帯電話だけでなく、お客様のニーズに合わせたご提案が可能

キャリアショップ運営代理店が手掛ける法人モバイル事業
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家族になったあの日の想い出。
父が懸命に撮ってくれた運動会。
いま懐かしい映像でよみがえる「なんでもダビング」

「なんでもダビング」は、お子様の成長の記録や大切なワンシーンなど、
眠っていた想い出をよみがえらせることのできるサービスです。

昨今の家電製品は技術革新によって目覚しい進歩を遂げ、記録メディアも日々、大容量化が進んでいます。
一方で、大切な想い出がつまったビデオテープやカセットテープは再生するデッキが手に入らなくなり、
観ること自体が困難な時代になっています。

私たちがこれまで写真を通じて培ってきた「想い出を形にする」サービスノウハウで
家電量販店様をはじめとした、様々な企業様とも協業しながら多くのお客様の想い出の創出をお手伝いしております。

【受付対象メディア】

　VHS・S-VHS / VHS-C・SVHS-C / カセットテープ /8ミリビデオ /Hi8
　Mini VD /MD / ベーター・ベーターHi-Fi / 写真アルバム（ビス式）など

ダビング事業
法人向けサービス

カビ取り処理やテープ接合処理もお求めやすい定額料金でご提供 協業先例：ヤマダ電機様外観

大切な想い出がもう一度よみがえる
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オンライン会議の課題をOne-Boが解決。

パーソナル・ミーティング・ボックス「One-Bo」は、証明写真ボックス事業のノウハウや自社工場のプリント技術を用いて開発された、安全性・快適性・
デザイン性に優れたパーソナル・ミーティング・ボックスです。

プラザクリエイトは、これからの時代に求められる働き方と環境を提供し、多くの人が楽しく働ける広場づくりをこれからも加速させていきます。
また、ワークボックスとしての機能の価値に加えて、「One-Bo」には以下のような特徴があります。

　■ 導入しやすい、圧倒的な低価格
　■ 個室空間を演出するスマートガラス仕様
　■ 空間に合わせたプリントオプション

One-Bo（ワンボ）事業

２サイズご用意。高機能＋圧倒的低価格を実現 オフィスに合わせて自由にデザイン可能。

これからの時代に求められる働き方と環境を提供する
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企業、学校、病院等でのIDカード発行業務を劇的に効率化！
GRASYSは、ID カードを、“その場” で “すぐ” に発行できる
「高品質」「低価格」のカードプリンタです。

プラスチックカードを手元のパソコンで印刷できる「GRASYSカードプリンタ」は、
IDカード作成にかかる費用と労力を軽減し、即時発行を可能とします。

低予算でどなたでも手軽にカード発行が可能なソリューションをご用意し、プリンタに標準付属のカードデザイン作成・データ差込印刷ソフトにより、
導入後すぐに社員証や会員証など、IDカードを発行することができます。

さらに片面印刷、両面印刷の他、両面ラミネート、片面リライトなどのラインナップで構成され、
各プリンタはオプションモジュールにより上位機種へアップグレードが可能です。

また、磁気ストライプや非接触ICカード用の各エンコーダーを内蔵することができ、情報の書込み機能もご利用いただけます。

GRASYS IDカードプリンタ事業

インクリボンシュレッダー GRASYS BIT

高品質 &低価格カードプリンタ　GRASYS　ID170

社員証・学生証・診察券など、様々な用途に対応

プラスチック製IDカードがあなたのデスクで作れる
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1984年　9月

1986年　4月

1987年　7月

1988年　3月

1996年　7月

2002年　3月

2004年　5月

2009年　6月

2012年　3月

2012年　6月

2017年　2月

2018年　2月

2018年　9月

2020年10月

2021 年　1月

大島康広（社長）が学生時代に名古屋にて写真撮影業をスタート

「パレットプラザ」を名古屋市中区桜通本町に1号店出店

「パレットプラザ」のフランチャイズ展開を開始

「株式会社プラザクリエイト」設立（名古屋市熱田区）

日本証券業協会に店頭登録

「ジグノシステムジャパン株式会社」

大阪証券取引所ナスダックジャパン（現・ジャスダック）市場に株式上場

写真撮影スタジオ「スタジオパレット」1号店を出店　写真撮影事業を開始

オンデマンドプリンタ「GRASYSシリーズ」発表　ID カードプリンタ・ID150の発売を開始

特例子会社「株式会社プラザクリエイトスタッフサービス」設立、障がい者雇用を本格化

本社機能を晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーへ移転

和光プリント工場設立

オンライン事業本部設立しオンライン事業強化

DIYキットシリーズ「つくるんです®」の取り扱い開始

プロダクト＆マーケティング本部を「ソウゾウ事業本部」として設立

Zoom共同企画パーソナル・ミーティング・ボックス「One-Bo（ワンボ）」の販売を開始

拠点一覧

会社沿革会社概要
会社名
設立
資本金
決算期
年間連結売上高
事業内容
本社所在地

グループ従業員数

株式市場

役員

所属団体

主要取引銀行

主要株主

株式会社プラザクリエイト本社

1988年3月

1億円

3月31日

231億円

写真・映像・通信に関する事業

〒104-6027 

東京都中央区晴海一丁目8番10号

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＸ棟 27階

1,004名（社員 695名  ・アルバイト309名）　※2021年3月末現在

東京証券取引所 JASDAQ市場（証券コード 7502）

取締役
代表取締役

取締役

取締役

取締役

監査等委員
取締役

社外取締役

社外取締役

新経済連盟

日本フォトイメージング協会

（社）日本フランチャイズチェーン協会

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

株式会社きらぼし銀行

三井住友信託銀行株式会社

株式会社商工組合中央金庫

株式会社中部写真

富士フイルム株式会社

ソフトバンク株式会社

株式会社みずほ銀行

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

大島　康広

牧　由尚

中村　守宏

新谷　隼人

木下　拓士

村田　真一

林　公一

和光プリントセンター（埼玉県和光市）

所沢テクノセンター（埼玉県所沢市）

朝霞商品センター（埼玉県朝霞市）

東京都中央区晴海一丁目8番10号
晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーＸ棟27階
TEL： 03-3532-8800  FAX： 03-3532-8801

本社
大阪府大阪市中央区北浜一丁目3番14号
リバーポイント北浜 1階
TEL： 00-6202-6655  FAX： 00-6202-6699

関西営業部

北海道営業部（札幌市中央区）

東北営業部（宮城県仙台市）

首都圏営業部（東京都中央区）

東海営業部（愛知県名古屋市）

九州営業部（福岡県福岡市）
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