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    カルチュレード株式会社 

カルチュレードはメディア戦略や国際プロモーションを 
グローバルな視点で展開する企業です 

立原 大輔 （Daisuke Tachihara） 

代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 

永井さやか （Sayaka Nagai） 

取締役副社長 兼 ＣＯＯ 

国際通信社ロイター・ジャパン（現・トムソン・ロイター・マーケッツ） 

退社後にカルチュレード設立。広告代理店・出版社等のキャリアを持ち、 

国内外主要メディアとの共同事業や大手メーカー、大手ＩＴ会社を含む 

多業種間の戦略的パートナーシップを多数確立しています。明治大学卒。 

国際通信社ロイター・ジャパン（現・トムソン・ロイター・マーケッツ） 

退社後にカルチュレード設立。大規模な多国籍プロジェクトマネージメント 

の豊富な実績があり、通信社の枠を超えた国内外主要メディアとのプロダクト

を数多くリリースしています。また、日米英の３国間ジョイントベンチャーである

金融情報ベンダー会社の設立を経験しています。上智大学卒。 

カルチュレードの創業者 

www.culturade.com 
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www.culturade.com 
    事業概要 

メディア戦略事業 

多言語展開（ローカライゼーション） 

プロモーションサポート 

デザイン・クリエイティブ サービス 

― ウェブ、モバイル、デジタルコンテンツ、資料などの 
       国際展開支援 ／  翻訳 ／関連ビジネスサポート 

― グローバルＰＲ展開支援 ／ 国内外プロモーション 
   海外向け多言語プロモーション ／ 企画立案 ／ 
   アドエージェンシーサービス 

― ウェブサイト ／ ウェブ広告 ／ 企画広告 ／ 
   販促物のデザイン全般 

― ウェブ・スマートフォン戦略 
  （国際展開 ／専門サイト作成 ／ メディア運営 ／ 
      iPhone iPad Androidコンテンツ ／  ソーシャルメディア） 
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― ビジネス連携支援 ／ 国際プロジェクト支援 

― 電子書籍を中心とした出版事業 
   「カルチュレードブックス」の展開 

― 各種セミナー実施  
― 広報担当者へ向けたメディアトレーニング 

社会貢献 

― 東日本大震災被災者支援サイト 
  「Support Japan Quake Relief」の運営 

出版事業 （電子書籍 ） 

セミナー・メディアトレーニング 

海外進出サポート事業 

― マーケティング・市場調査 サービス 
― ブランディング戦略 
― スペシャルプロジェクト 
― コミュニケーション支援 



    メディア戦略事業【1】 

ウェブ・スマートフォン戦略 （iPad/iPhone/Android） 

貴社メディアや商品を最新のデバイスで世界へ展開 

カルチュレードはiPad/iPhoneやAndroid対応端末など最新デバイスに対応した 

貴社メディアの展開を行います。 

ウェブサイト国際展開  スマートフォン国際展開  
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ウェブ・スマートフォン戦略 国際展開 
www.culturade.com 



    メディア戦略事業【2】 

ウェブ・スマートフォン戦略 （iPad/iPhone/Android） 

ニュースや金融など専門性が高いメディアやコンテンツも展開可能 

カルチュレードはニュースや金融など専門性が高いメディアやコンテンツを得意としています。 

更新性が高いニュースやユーザーインタラクティブな最新機能もスマートフォンで展開します。 

日本の大手金融情報 
ポータルサイト  

（参考例）  
専門性が高い最新のスマートフォン対応メディアを 
魅力的なデザインと最新機能に対応し作成します  
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専門サイトスマートフォン展開 メディア運営 
www.culturade.com 



    メディア戦略事業【3】 

ウェブ・スマートフォン ソーシャルメディア戦略 

多彩な事業内容に合わせたプランを提供します 

スマートフォンを含めたコンテンツ展開や活用方法は、個々の事業内容や商品特性に加えて、 

機種ごとに異なる機能や画面サイズにより展開方法が大きく変わります。貴社のご要望に 
合わせたコンテンツをＳＮＳサイトを活用するなど様々なプランで提供いたします。 

国内外の専門家にネットワークがあります 

ご要望が不明瞭なお問い合わせや、その他のご依頼事項に
関しまして、弊社の判断により、ご対応できかねる場合がご
ざいます。ご了承いただけますようお願い申し上げます。 
 

教育、医療機関、観光、ファッション向けのコンテンツや 

電子書籍、特殊な広告など専門性が高い業種のご相談も 
承っております。 
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ソーシャルメディア 専門コンテンツ 電子書籍 
www.culturade.com 



    多言語デジタルコンテンツ（ローカライゼーション） 

カルチュレードの創業メンバーは国際通信社メディア部門の出身です。 

多国籍プロジェクトやローカライゼーション、新規事業開発のスペシャリスト 
です。ニュースサイトなどの大規模ウェブサイトのローカライズからコンテンツ 

の一部など、規模やご予算に合わせた形で対応いたします。 

www.culturade.com 

ウェブサイト ／ モバイルサイト  
スマートフォンアプリ ／ 特殊コンテンツ 
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世界の顧客をターゲットにしたコンテンツ展開 

規模やご予算に合わせた形で対応します 

目的に応じた形でのローカライゼーション 

顧客に向けた（B to C)コンテンツや法人向け（B to B)コンテンツに加えて、社内での教育や各部署の 

サポートなどを目的とした多様なご依頼に対応いたします。 

ビジネス展開を予定されている国やご希望される翻訳言語に加えて、ウェブやスマートフォン 

対応等の詳細に関しましては随時ご相談いただけますようお願い申し上げます。 



    プロモーションサポート 【1】 

グローバル・プロモーション戦略支援 

貴社商品のブランド価値を向上させるプロモーション 

プロモーションサポート （アドエージェンシーサービス） 
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カルチュレードは、国内外のメディアに幅広いネットワークがあります。 
貴社商品の特性と予算に合わせた効果的なプロモーションを実施 
いたします。 

世界中のブランド力が高い企業のプロモーション経験が豊富です。 
商品に高いブランド力を維持させることを重視しています。 

多様なプロモーションスタイル 

モバイルサイトやソーシャルメディア、検索連動型広告、 
海外スマートフォンアドネットワークなどを組み合わせて多彩に 
展開することが可能です。 

www.culturade.com 



    プロモーションサポート 【2】 

プロモーションサポート （アドエージェンシーサービス） 

専門メディアでのプロモーションが可能 
 

特殊なプロモーション展開 
 

カルチュレードは、ファッションや金融、富裕層向などターゲティング 
されたユーザーに向けてプロモーションを行うことが可能です。 

貴社の多様なプロモーション施策に対応することができます。 
海外イベントへ参加する際のプロモーションや、航空会社の機内誌を 
活用した海外ユーザーへの告知など、貴社の目的に合わせた形で 
サポートすることが可能です。 

アドエージェンシーサービスに関して 

アドエージェンシーサービスに関しましては、弊社判断によりお受けできかねない場合 
がございます。また、多数のお問い合わせをいただいておりますので、ご返答にお時間 
を頂戴する場合がございます。ご了承いただけますようお願い申し上げます。 
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www.culturade.com 



www.culturade.com 

カルチュレードは、ウェブサイトや紙媒体などに斬新なデザイン
を提供いたします。現地のクリエイターを適切に活用し、各国の
趣向に合った形でローカライズされたデザインを作成いたします。 

    デザイン・クリエイティブサービス 

ウェブ・広告デザイン・クリエイティブサービス 

魅力的なデザインを提供します 

スマートフォンやリッチメディア広告に対応します 

最新のスマートフォンやモバイル広告、ウェブサイト上で展開 
するリッチメディアなどの広告作成経験が豊富です。 
高いレベルの広告デザインを提供します。 

タイアップ広告やクロスメディア展開が可能です 

専門家や芸能人などを起用したタイアップ広告を作成いたします。 
スマートフォン版タイアップ広告も可能です。リアルイベントやセミナー
を実施するクロスメディアプロモーションもぜひご相談ください。 
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スマートフォン版 
キャンペーンサイト 

アパレルメーカーの米国向け英語版カタログ 

ウェブ広告 



    海外進出サポート事業 

マーケティング ／ ブランディング戦略 

マーケティング・市場調査サービス 

ブランディング戦略 

カルチュレードは、貴社の商品内容やターゲット国に合わせた形のマーケティング・市場調査
サービスを提供しています。海外展開をご検討されているクライアントの皆様の戦略や展開
内容、予算を考慮した形でのプランをご提案いたします。 

グローバル展開や特定国をターゲットとしたブランディング戦略まで業種を問わずご相談を 
承っております。現地の専門家と共に多国籍企業の個々のプロダクトに合わせた形でロゴや
キャッチコピーの制作、プレスリリース、販促文書の執筆など様々な案件を手がけています。 
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www.culturade.com 

東京商工会議所 中小企業国際展開アドバイザー認定企業 



    海外進出サポート事業 

海外からのお問合せ対応や各国企業との商談、メールでのコミュニケーション、その他イベント 

出展サポートや現地出張時の通訳・翻訳を承ります。外国語対応に自信がないというお客様でも 

安心して海外企業との取引を進行できるよう十分なサポートをいたします。 

 

スペシャルプロジェクト 

海外イベント出展に合わせたトータルプロモーション戦略や海外著名美術館への芸術作品
展示サポートなど多様な案件を手がけています。貴社の特別な事情に合わせた案件に関し
ましてもぜひご相談ください。 

コミュニケーション支援 

スペシャルプロジェクト ／ コミュニケーション支援 
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www.culturade.com 

東京商工会議所 中小企業国際展開アドバイザー認定企業 



www.culturade.com 
    出版事業 （カルチュレードブックス） 

電子出版を中心とした出版事業 

電子出版・デジタルコンテンツサービス  （B to C) 

カルチュレードは、2011年3月より電子書籍を中心とした 
出版事業 （カルチュレードブックス）を開始いたしました。 
多様なデバイスに対応する形で直接ユーザーの皆様へ 
魅力的なデジタルコンテンツを提供してまいります。 

切り絵・美しき日本 
 
著・安田 彰 （亜細亜大学教授） 

電子書籍 

カルチュレードブックス フェイスブックページ 

カルチュレード発行の出版物情報を中心とした
コミュニティを運営。 

http://www.facebook.com/culturadebooks 
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    セミナー実施／メディアトレーニング 
www.culturade.com 

セミナー実施事例／メディアトレーニング 

産学公と連携したセミナー展開 

カルチュレードは、国際プロモーションやローカライゼーションなど 
ビジネスの海外展開に関するセミナーを実施しております。 
 
（事例） 「伝統産業と国際プロモーション」 
      主催：京都市／京都工芸繊維大学／京都高度技術研究所 
      講師：カルチュレード株式会社  （2011年1月25日実施） 

広報担当者へ向けたメディアトレーニング 

日系企業／外資系企業の広報関連業務に従事するご担当者様へ 
向けたメディアトレーニングを実施しております。 
 
プレスへの対応や危機管理対応などご要望に併せた内容でのサービス 
をご提供しております。詳細はお問い合わせ下さい。 
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各分野で海外進出をご検討の皆さまに興味を持って頂ける 
プログラム内容で展開しています。 



    社会貢献 
www.culturade.com 

カルチュレードは世界各国の協力会社と共に２０１１年３月
に日本で発生しました大規模災害 「東日本大震災」の被災
者へ向けた義援金や励ましのお便りの受付を行うウェブサ
イト「Support Japan Quake Relief ／サポートジャパン 
クウェークリリーフ」の運営を多言語で展開しました。 
    
本サイトはフェイスブックを活用し、世界各国の皆様から数
多くの応援を受けています。また義援金は全て被災者へ向
けて日本赤十字社へ送りました。 
 

東日本大震災 被災者支援サイトの運営 

Support Japan Quake Relief  
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東日本大震災被災者支援サイト （Support Japan Quake Relief) 

http://www.culturade.com/relief/ 



    取引先実績例 
www.culturade.com 

ソニー株式会社／ソネット・メディア・ネットワークス株式会社／日立グループ／ 
株式会社オートハブ／ニッティド株式会社／マーケットアイ株式会社／株式会社太洋堂／ 
ポリセント株式会社／Ybrant Digital／株式会社PBMC／株式会社BookLive／上智大学／ 
シナノ書籍印刷株式会社／株式会社パピレス／株式会社アジアコーブジャパン 
株式会社モバイルブック・ジェーピー／株式会社イーブックイニシアティブジャパン／ 
IPO総合研究所株式会社／株式会社アイコム／株式会社ブリティッシュ・ヒルズ／Readdle／ 
Epsilon International／国際化JP株式会社／株式会社インディ・アソシエイツ／株式会社ＱＵＩＣＫ／ 
Standard & Poors ／ＩＧマーケッツ証券株式会社／ＫＰＭＧマネジメントコンサルティング株式会社 
医療機関 他 

政府機関・自治体 等 

英国政府観光庁／京都高度技術研究所／国際人材就職支援機構／亜細亜友之会 
情報通信ネットワーク産業協会／人間中心設計推進機構／東京都中小企業振興公社 

民間企業（メディア） 

ダウ・ジョーンズ・ジャパン株式会社／株式会社ダイヤモンド社／株式会社東洋経済新報社 
株式会社ダイヤモンド・フリードマン社／ストックウェザー株式会社／朝日新聞社 
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社／PR Newswire Association LLC. 

民間企業 

16 



    会社概要 

社名  
カルチュレード株式会社 
 
英文社名 
Culturade Corporation 
 
取締役 
代表取締役社長兼CEO 立原大輔    （Daisuke Tachihara） 
取締役副社長兼COO    永井さやか （Sayaka Nagai) 
 
創業  
2010年3月25日 
 
主な事業内容 
・ウェブ、モバイルデバイス等を活用したメディア戦略事業 
・国際展開支援、ローカライゼーション 
・各種メディアコンテンツや広告におけるデザイン、販売代行 
・電子書籍事業 
 
取引銀行 
みずほ銀行 目黒支店／三井住友銀行 目黒支店／ 
三菱東京ＵＦＪ銀行 大井支店 
 
所属団体 
東京商工会議所／芝法人会 
 
東京商工会議所 中小企業国際展開アドバイザー認定企業 

www.culturade.com 

E-mail :  info@culturade.com 

TEL 03-6277-1971 FAX 03-6701-7510 

所在地 
〒108-0071 
東京都港区白金台 ５－２－５ 
トランドゥ白金台 ３０７ 

Map 

Contact 
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