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今日よりも明日が楽しみになるように。

PMAの全ての活動は

より良い社会・持続可能な社会作りに

貢献していくことを信条としています。



 MISSION
マーケティングビジネスを通じ自己実現すると共に、

より良い社会・持続可能な社会作りに貢献していきます。

VISION
いつの時代、どの様な状況であろうと、必要とされる企業グループ

VALUE
実を先にして名を後にす　　行を先にして言を後にす

事業を重んじて身を軽んず　　何かの為に、誰かの為に

　2011 年3 月8 日に PMA を創業し、３日後に

東日本大震災が起きました。

恥ずかしながら志もなく、ただ現況に不満を唱

え、消去法での起業。淡い妄想と仕事の予定

は吹き飛び、減っていく預金残高に怯えながら

「どうしたら利己的であった私自身の人生史に

おいてこの選択を前向きなモノに出来るか」を

考える中で、「本気で誰かの何かの為に生きる」

人生にするのはどうか。対象を、思いつく中で

最大のテーマに据えるのはどうか。

そんな想いからPMA という法人のMISSION と

VISON を定めました。後付けです。

　10 年が経った今、新型コロナウイルスが猛

威を奮っています。つくづく果てなきMISSION

だなぁと思いつつ、私たちの考える 「トータル

マーケティングの可能性」を自問自答し、追求

し続けることこそが、より良い社会・持続可能

な社会作りに繋がっていくということを実感し

ています。

企業や事業、サービスのマーケティング課題

を解決することと同様に、社会や環境の課題

に対してもマーケティングビジネスを通じて貢

献していく。

日々の活動で出来ること、ステークホルダーの

皆様と成し遂げること、あらゆる選択肢を検

討、実行、検証していく。

そんな意思と活動を可視化していくことも、そ

の一助になると信じ、当書作成に至りました。

　まだまだ足りないことだらけですし、“ 正解”

が分からないことばかりではありますが、「何も

考えない。何もしない。」ということは“ 明確な

不正解” だと考え、これからも言動し続けて参

ります。

MESSAGE FROM CEO

OUR POLICY

株式会社 PMA 代表取締役社長
YOSHIHIKO YAMAGUCHI

山口 善彦
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私たちの価値とは。

私たちが、私たちの仕事の中で、これから先も

ずっと誇っていくべきこととは。それは、“人は

「誰かの何かのため」に動く時、最大限のチ

カラを発揮し、そのチカラは時として世界をも

変えるチカラになれる” そう私たち自身が信じ

ているということです。

「誰かのため」は、決してキレイゴトではない。

じつにキレイなこと。美しいこと。人や組織、

社会の美しい成長のあり方。そのことはいつ

だって過去の歴史が教えてくれる。だからこそ

私たちは、憧れを持って野望を持って「未来」を

見ています。

マーケッターとして鳥の目を持ち、常に変化

する社会や市場を俯瞰の目で見つめ、何が変

わったのか・何が変わりつつあるのか・いま本

当に必要なものは何か・本当は必要じゃない

ものは何か。情熱を持ちながら、冷静の目で見

極める。その思考のプロセスの真ん中に常に

あるもの、それは「人をたいせつにする」という

ことではない。“人をたいせつにしないで、何を

たいせつにするんだ”といつまでも問い続け、

何度でも「本当のことを確かめる」そんなこと

だと、私たちは思う。

辿り着く結論はいつも一緒だとしても、辿り着

き方や辿り着くまでに得られることは、その瞬

間、その時代によって必ず変わってくる。その

「変わってくる部分」こそが、最適なコミュニ

ケーションのヒントになり、いちばんふさわし

い“誰かのためのなり方”につながるのです。

問い続けることを怠れば、誰のためにもならな

い。思い、思い至ることこそが、「誰かのため」

になり、やがて「自分のため」にもなる。

成長という、美しいカタチで。

WHAT WE ARE

人をたいせつにしないで、何をたいせつにするんだ。

03



EXAMPLES OF EFFORTS
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25周年を迎えたブランドの核を見つめ直し、今の時代に合わせて再設

計。自分らしく、多種多様に生きるさまをビジュアルで表現。多国籍の

モデルを起用するためのコストを当社にて一部負担しました。

古い常識を変えていく挑戦

株式会社オンワード樫山　ICB
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老舗の伝統で、若者へのエールを。
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創業111年の歴史を持つ老舗レインウェアメーカー スミクラ株式会社（本

社：岡山県岡山市、代表取締役：角倉 健一郎）製造監修の下、ライフスタイ

ルブランド『SUMIKURA UNIVERSITY』を立ち上げました。

ブランド名である『SUMIKURA UNIVERSITY』は、志の高い若者を支援する

架空の大学をイメージし、名付けられました。SUMIKURA UNIVERSITYの商

品はその架空の大学の購買部で販売されている、懐かしくも新しいスクール

プロダクトをイメージして開発しています。

その背景として、「スミクラが、学生向け雨具の販売において、業界内でも有

数の実績を誇り、長年に渡って学生たちの快適な暮らしを支援してきた」と

いう実績があります。雨以外にも存在する、日々のさまざまな困難を乗り越

えていく学生（学ぶ意思/成長する意思がある若者）を支援していきたいと

いう想いを、架空の大学という形に込め、日常でも楽しめる快適なライフス

タイルアイテムへと落とし込みました。



女性の足の痛みを無くすことを目指す同ブランド。2017年から“イタミゼ

ロプロジェクト”と銘打ってコミュニケーションを担当。足の痛みの軽減

を実現させ、健康で明るく過ごす女性を増やしていけば、その先で国民

医療費の削減に繋がると考え、継続的に取り組んでいます。

「靴」は、「健康を支える製品」である。

株式会社ムーンスター　SPORTH
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ドラァグクイーン、お笑い芸人、飲食店、外国籍、アイドルオタクなど、

新宿サブナードのメインユーザーであり、新宿東口を構成している人々

を起用することで、共感性の高いブランディングと街の多様性を可視化

しました。

集客。ではなく、メッセージの発信。

新宿サブナード株式会社
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ものごとには色々な側面があることを知る。特に、社会課題に対して、社

員全員が多角的に見聞き知り、考え、言動する習慣をつける。そのため

に、題材を持ち寄ったディスカッションやワークショップを、社内で定期

的に行っています。

見る、知る、聞く。動き、変える。
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映画：ジェンダーマリアージュ



機運醸成 
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サーフィンと生きる街、千葉県一宮町。“ワークライフバランス”ならぬ

“ワークアズライフ”を実現するべく、都内と一宮町との二拠点生活を提

案。ポップアップギャラリーのプロデュースや、PR動画の制作を担当し

ました。

千葉県一宮町役場



世界一寿司を作る同社。食育イベントを毎年行っていましたが、コロナ禍

でリアルなイベントが実施しにくくなったため、オンラインで“すし育”コンテ

ンツを作り上げました。品種改良でオリジナルの“スシロー米”が作られた

秘話に加え、生産農家さんのコメ作りへの想いとこだわりなど、取材を通

して知った生産者の思いをコンテンツに落とし込んでPRしました。

「知ればもっとうまい」を広めていく。

株式会社 FOOD&LIFE COMPANIES
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地球に、社会に、オイシい仕事を。
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“Seed to Tomorrow”というコンセプトのもと、炭素循環農法での野菜作りに始まり、食

やクリエイティブのプロフェッショナルとの協業で「美味しいから食べる。」という極めて

シンプルな消費の力で、地球環境を改善していくプロジェクトを遂行中。2022年春ロー

ンチ予定。

「炭素貯蔵」を通じた農業で直接的な環境改善をしながら、消費を通じて持続可能な

社会づくりに貢献を。

土壌有機物を 0.4％ 増加させると、

人間活動由来の温室効果ガス排出量の20-35％を

相殺させるのに十分な炭素を隔離出来る。
by 「4per Mille」INITIATIVE　https://www.4p1000.org/

従来の慣行農法よりもサスティナブルな炭素循環農法



【炭素固定の仕組み】

【窒素固定の仕組み】
※マメ科植物の場合

※炭素循環農法　図解

窒素ガス（N2、地球の大気の約8 0％を占める）
が地中に浸透

マメ科植物の根にある
根粒に生息する根粒菌が　
　N2を植物にとっての　　

天然肥料（NH2）に変換  　　　

シーズンが終わると
　植物は死に、
　　微生物によって
　　　分解されることで、
　　　　周囲の植物や微生物が
　　　　　利用できる形態の
　　　　　　　窒素（NH4）
　　　　　　　　として放出される

・土の生命を育てることを軸に農法をデザインする。

・炭素と窒素を混ぜると、より多くの微生物量を維持出来る。

・5-6年経つと、土壌の有機物の割合が3〜4％に増加。

byリズ・カーライルカリフォルニア大学サンタバーバラ校　環境学助教授 

このサイクルで豊かな土壌と作物を育てること、
それが持続可能な商サイクルになることで実現するはず。

輪作も可

空気中の
二酸化炭素（CO2）を

植物が吸収し、
酸素 (O2) を放出。

葉で CO2は
糖質の炭素化合物に

変換され、根から
土中に滲み出る。

この養分は
新しい植物や

既存の植物と同時に、
微生物も育んでいく

土壌微生物が
その流出液を摂取。

このプロセスによって、
植物が利用可能な形態で

　養分
（窒素、カリウム、硫黄）

が放出される

炭素化合物へ

植物は炭素を
豊富に含んでおり、

   シーズンが終わると
分解が始まる

（枯れる）。

生物が
これらの植物体を、

    炭素に富む
土壌有機物へと

分解する

混作も可

光合成を通
し
て

土
壌
有
機
物
を形成して
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東日本大震災の直後、現地ボランティアに参加。株式会社TOKYO 

BASE（本社:東京都渋谷区、代表取締役:谷正人）主催の「紡（つむぎ）

プロジェクト」の事務局を当社が担い、WEBサイトやラバーバンドの制

作、現地ボランティアを行いました。また、塩害で傷んだ農地の復旧を

研究する東北大学への支援の現地コーディネートを担うなど、不要な

間接を省いたスピーディー且つ的確な直接支援を実現しました。

誰かのために、手を取り合おう。

紡（つむぎ）プロジェクト
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新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、日本各地の伝統あるお祭りは、中止・延期を

せざるを得なかった。そのお祭りの再興に貢献すべく、年間約1億6230万人(※)の来店者数

をほこる業界最大手回転ずしスシロー(株式会社スシローグローバルホールディングス)のご

協力のもと、店舗にて６団体のお祭りの動画を制作及び配信。(※)2018年10月〜2019年9月 実績
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日本の文化も、サスティナブルに。

洪水被害で地域住民を苦しめていた天竜川。その堤防の改修工事を、事業で得た全財

産を投じて行うなど、社会課題の解決に生涯を捧げた金原明善。他にも、「勧善会」とい

う出獄者の更生支援をする組織を設立するなどの功績を残す。PMAでは明善氏を後世

に伝えるため、リ・ブランディングとWEBサイトのリニューアルを担当しました。

一般財団法人金原治山治水財団

株式会社 FOOD&LIFE COMPANIES
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LED 照明の導入

廃材のアップサイクル

ゴミの削減

持続可能性を追求する団体
の存続を支援

ハチドリ電力との提携により
環境負荷実質 0%

社内の照明をLEDに切り替えることで、消費電力並びにCO2排出量を削減。

当社の社内のデスクやベンチの一部は、代表自ら廃材や原木を製材・加工・仕上げをしたものです。

再生可能な製品を取り入れています。当社からのゴミ捨て回数は原則週に1回。また、ペー
パーレス化の促進のため、契約書や会議資料をデジタル化しています。

APSP（ソーシャルプロダクツ普及推進協会）

「ソーシャルプロダクツを通して世界を変え
る」という同団体の理念に賛同し、リブラン
ディング＆webサイト再構築＆リニューアル
費用を一部PMAが負担し実施。

2021年6月より、PMAで使用する電気 を再

生可能エネルギーに切り替えました。太陽

光、風力、水力、地熱などから成るエネル

ギーで、環境負荷が実質 0%。 

わたしたちから、地球のために。



人をたいせつに。私もたいせつに。
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当社オフィスが位置する渋谷区東エリアの活性化を目指し、金王八幡宮への寄付やイベ
ント参加を積極的に行なっています。

産休育休、時短、時差出勤、テレワーク。他
にも、MVPP制度（当社の理念を最も体現
したメンバーを表彰）や、ぶらぶら社員制度
（仕事に繋がることであれば就業時間中の
社外活動を許可）などを設けています。

週に一度の全社会議に加え、月に一度は“マ
ンスリーディナー”と称して話題のお店で食
事会を開催しています。仕事の話はもちろ
ん、最近気になるトレンド情報や家族の話な
どで盛り上がることもしばしばです。

地域活性化

誰もが活躍できる環境 コミュニティ作り


