
笑顔の写真のプロフェッショナル

販促会議：スタジオアリスのご紹介



誕生以来、ご家族の愛情を一身に受けてすくすく育つていく赤ちゃん。
そんな赤ちゃんの、日々を写真に残しておきたい…。
それはご家族の自然な思い。

はじめに

ご自宅でのスナップもいいけれど、ここはやっぱり、
「こども専門写真館スタジオアリス」へ出向いて撮りたい！残したい！

来店・撮影を動機づける企画、パパ、ママ、おじいちゃんや
おばあちゃんをその気にさせるグッドアイデアを募集します。

と
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赤ちゃんをスタジオアリスで撮りたくなるアイデア募集

課 題
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誕生から 1歳誕生日を迎える赤ちゃん。

赤ちゃん、ご家族の「晴れの日、記念の日」の思い出を、
笑顔の写真で残すお手伝い。

スタジオアリス

撮影対象
（ご両親やご家族と一緒も含みます）



1: 株式会社スタジオアリス

2: 撮影メニュー

5: 最後に

4: ブランディングと CSR

独自のビジネスモデル～ご予約から商品お渡しまで

訴求対象とクリエイティブ等におけるトーン＆マナー

会社概要

スタジオアリスブランドについて

3: コミュニケーション活動

オリエンテーション情報
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スタジオアリスを知っていただくために

赤ちゃん撮影メニューとその他の撮影メニュー

Web関連

ブランデッドムービー
CSR

広告／ SP
店頭プロモーション
キャンペーン
イベント

撮影メニューの構成　2017



1: 株式会社スタジオアリス

会 社 名

資本金

株式上場市場

創業

会社概要
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事業形態

本社所在地

こども専門写真スタジオ　全国チェーン店展開
株式会社スタジオアリス

大阪北区梅田、大阪駅前第一生命ビル

全国 512 店舗 ＊平成 30年３月 31 現在

18 億 8595 万円

東京証券取引所市場第１部

1992（平成 4 ) 年 10 月　大阪淀川区加島で第 1号店オープン

詳しくはスタジオアリスWebサイト、会社情報を参照ください。



1: 株式会社スタジオアリス

経営理念

事業コンセプト

コーポレートメッセージ

ブランドコンセプト

ブランドコンセプトを支える
3つの姿勢

～視聴覚文化関連事業を通じて「暮らしの豊かさ」に貢献する。

写真は未来の宝もの

気軽に、便利に、お手頃な価格でお子様の記念写真、
ご家族の記念写真を。

写真を通して「家族の幸せ」を分かち合う喜び

スタジオアリスブランドについて
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・視聴覚文化関連事業：写真撮影サービス、写真商品の製作
・暮らし：家族、親子で晴れの日を祝うということ／非日常／記念写真
・豊かさ：心の豊かさ

お届けするのは「夢」と「感動」 アリスはいつも新しい
日本の文化、美しい
生活行事を大切にする



1: 株式会社スタジオアリス

独自のビジネスモデル～ご予約から商品お渡しまで

スタジオアリス以前の街の写真館の状況

スタジオアリスモデルのコモディティ化：

スタジオアリスのモデル
・閉鎖的で入りにくい ・開放的な店舗、撮影風景が見える

同業他社の台頭
スタジオマリオ、スタジオキャラット、ライフスタジオ、プレシュスタジオ、ラカン、アトリエ木下　等々

・豊富な衣装、何着着ても無料。ヘアセット無料

・何カット撮影しても 3,000 円（税別）
・撮影した多くのお写真の中からお好きなもの
　だけを購入

・衣装を自分で用意、ヘアセットも自分で

・値段がいくらになるかわかりにくい

・写真の出来栄えがわからない
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ご予約 衣装選び 着付け・ヘアセット 撮影 写真選び 商品お渡し

店頭で、電話で、Webで
でご都合の良い日を予約

500 着の衣装からお好きなものを
選んで

プロスタッフによる着付けと
ヘアセット

最高の笑顔を撮影、何カットでも
OK

お気に入りの写真だけを選ぶ
フォトセレクトシステム

思い出が詰まったアルバムや
プリントは未来の宝もの



マタニティフォト

入園・入学 七五三 1/2 成人式
成人式

お宮参り

赤ちゃん撮影メニューとその他の撮影メニュー
百日（お食い初め） ハーフバースデー 節句 お誕生日ニューボーンフォト

・豊富な衣装、何着着ても無料。ヘアセット無料
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2: 撮影メニュー

ディズニーキャラクター撮影

ブルーナ撮影

・十三参り
・家族の記念日
・メープル
　アニバーサリー　など

お宮参り、百日祝い、初節句、誕生日という伝統的な行事を大切にしながら、
マタニティフォトや欧米での撮影メニューであるニューボーンフォト、
また新たに生後６ヵ月をお祝いするハーフバースデーなど、新しい生活習慣を
提案し撮影機会の開発を通して撮影動機付けを図っています。

成人式撮影など大人撮影については、幼いころスタジオアリスで撮影した
お客様の大人になった自分をスタジオアリスで撮りたいという要望にお応
えするためのメニューです。



お宮参り

8

2: 撮影メニュー

撮影メニューの構成／撮影件数比 2017 年

マタニティフォト

百日祝い（お食初め）

ハーフバースデー

お誕生日

お宮参り

節句

記念

七五三

1/2 成人式

成人

入園・入学

28.6 赤ちゃん撮影その他撮影 100%

39.160.9

初節句

1歳誕生日

赤ちゃんキャンペーン



3: コミュニケーション活動
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Web関連

公式Webサイトで赤ちゃん撮影メニューと
関連特典情報を発信

SNS の活用

公式Webサイト内、動画による撮影紹介



3: コミュニケーション活動

リターゲッテイング広告の実施

Web 関連 広告／ SP
年間レギュラー広告掲載　2P見開き

赤ちゃん撮影案内パンフレット

Ownd Media 「PINTO」で
赤ちゃん撮影の楽しさを配信

ベネッセコーポレーション　月刊誌「ひよこクラブ」
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3: コミュニケーション活動
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店頭プロモーション 豊富で楽しい赤ちゃん撮影用の衣装を
魅力的にアピール

ユニークな衣装を着た
撮影サンプル POP

店舗壁面での写真掲載



3: コミュニケーション活動

12

キャンペーン

毎月１日～７日 参加料 3,000 円で
デザインフォトプレゼント /四切サイズ

対象：初めてスタジオアリスをご利用の
１歳までの赤ちゃん

「Alice Debut / アリスデビュー」

「お宮参りキャンペーン」

「百日祝いキャンペーン」

「ハーフバースデーキャンペーン」
参加料 3,000 円で
「ベビーシャワーブック」プレゼント

お参り用祝い着無料レンタル ハンドメイド　ベビーヘアバンド
プレゼント

（お食い初め）
百日祝い（お食い初め）撮影をされて 10,000 円（税込）
以上お買い上げの方に【百日記念フレーム】
プレゼント！（足形付）

ハーフバースデー撮影をされて10,000円（税込）以上お買い上げの方に
「ミッフィーデザイン」または「ハンドメイド」スタイをプレゼント！



3: コミュニケーション活動
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「バースデーフォトキャンペーン」

各撮影項目、25,000 円以上ご購入で待ち受け画像プレゼント

これらのプレミアムキャンペーンと合わせてお得感のあるセット商品「ベビコレ」で
販売を促進。

お誕生日撮影をされて10,000円（税込）以上お買い上げの方に、
バースデー写真を成長の記録・楽しい思い出として残せる
オリジナル3面台紙【マイBBブック】お写真を1枚入れてプレゼント！

シンプルセット

スタンダードセット

スペシャルセット
ベビコレご購入のお客様に　スライドムービープレゼント



3: コミュニケーション活動
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少人数制　ベビーセミナー開催

参加型イベント

共催イベント

ご参加いただいた方に、お子様の
足形が入った「赤ちゃん月齢計シート」を
プレゼント！

インストラクターによりり、赤ちゃんとのスキンシップに
役立つ「ベビーマッサージセミナー」を店舗で開催。

集客力のある SC内のイベントスペースで、「プレママ＆ベビ
ーフェスタ」を年 4～５回、日本トイザらスと共催。
無料体験撮影を実施。

参加料無料【スタジオアリスBaby！限定】授乳フォト撮影会
ベビーセミナーに、ご参加
いただいた方に「授乳フォト」
（パウチ加工付き）をプレゼント！

ご参加いただいた方に、お子様の月齢が入った
「世界にひとつだけの王冠」をプレゼント！

＜参加料無料＞

日本マタニティフィットネス協会が赤ちゃんを生み育てる
ママ・パパとその家族を応援するためマタニティ応援イベントへ
ブース出店参加、無料体験撮影を実施。

於：横浜パシフィコ

於：ニッケパークタウン加古川

イベント
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4: ブランディングと CSR

ブランディッドムービー

スタジオアリス創業 25 周年を記念し、ご利用いただいたお客様から
家族と写真にまつわるショートストーリーを募集。
その中から５つのストーリーを選んで映像化しWebで公開。
写真の人と人を繋ぐ大きな力をの広くメッセージ。 ＜スタジオアリス　Webサイト、CM動画ライブラリーからご覧いただけます＞
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5: ブランディングと CSR

マタニティセミナーを店舗で開催

店舗に設けている「授乳室」をスタジオアリスの
お客さま以外の
ママとベビーに開放
調乳用のお湯もご用意

一生懸命頑張る子育てママに贈る
ムービーを公開

ママ用 サポーター用

CSR　　

スタジオアリスのWebサイトで子育ての毎日に役立つ
情報発信「ママコンシェルジュ」

ー主なコンテンツー

全国のスタジオアリスやイベント会場でママのミカタシールを配布

お子さまの気持ちに寄り添うことで
ご家族に笑顔をお届けしているスタジオアリス。
子育て真っ最中のママのすぐそばで、もっと心強い味方になれるよう
「ママのミカタ PROJECT」を立ち上げます。
すべての子育てママに優しさを、笑顔を。スタジオアリスは、はじめます。

「ママのミカタプロジェクト」展開
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6: 最後に

スタジオアリスの赤ちゃん撮影に一番共感していただけるのは、やはり子育てを担う
ママ、そしてママ支えるパパというご家族であると考えます。
さらに孫への愛情と息子や娘夫婦を応援する気持ちにあふれた祖父、祖母も私たちの
サービスをお知らせする対象となります。
ブランドコンセプトにもあるように、スタジオアリスは写真を通してこのご家族の
幸せなトキを提供することを使命としており、
サービス内容をおすすめするにあたってのトーン、マナーを「やさしさ」「ぬくもり」
としています。
今回のアイデアご提案にあたってはこのトーン＆マナーの上に立ち、
なお、ご家族のスタジオアリスサービスご利用が大きく期待できるアイデアの
ご提案に期待をしております。


