
ざっくりいうと、

お客様の企業や商品の

いちばん良いところを

見つけて

より輝かせるお手伝いをする 会社です。

Good!

Item

Item

Item



株式会社シイツウは、

“企画”に特化したトータルプランニングカンパニーです。

名刺デザインからCIシステム構築まで、

何でも手がけています。

他社にはない「創造しさ」を武器に

お客様からのご相談に笑顔で対応いたします。

「広告しても効果がない」原因は、「広告コンセプト不在の広告制作」にある、と私たちは考えています。

広告コンセプトがしっかりしていなければ、商品との結びつきが希薄なため、購買につながりにくくなります。

明確なコンセプトを設定し、全ての広告を広告コンセプトに基づいて制作する、これがシイツウ流です。

あなたの魅力を伝える
「コンセプト」を大切にします

広告は一瞬が勝負です。

広告する対象を徹底的に分析し、数ある売りの中から最も時代に適したもの、

消費者のニーズに合ったものをひとつだけ選び出し、広告にします。

あなたの悩みを解決するためにはどの方法が一番適しているのか、媒体選びから企画提案することで

魅力を最大限に引き出すことができます。

大切なのは
「タイミング」と「媒体の使い方」

株式会社シイツウは、昭和５５年より鹿児島で企業や商品の販売促進ならびに

良質なイメージの醸成を企画し実施するコミュニケーションの専門企業です。

コピーライティング・デザイン・映像制作の分野で培われた経験と技術で名刺１枚から町おこしまでプランニングいたします。

また、様々な広告手法・媒体表現を駆使し、最適なコストパフォーマンスで最大限の効果を実現することにも自信があります。

表現のプロフェッショナル集団



映像・デザイン・イベント企画の多様化、先端化に対応するため

広告需要が集中する首都圏、東京に事業所を開設しました。

これはオンラインによって中央から地方に、地方から中央へ仕事を運び、

鹿児島発注作業の高質化と東京発注作業の低価格化を実現するもので、

需要を拡大させ、生産性を高め

スキルの共有によって価格、クオリティともに顧客満足の得られる作品を提供します。

東京事業所開設

株式会社シイツウ 東京事業部長
深尾 礼武 ( Rem Fukao ) 37 歳

<株式会社ハウフルス>
大学卒業後に、アシスタントディレクター(AD)として入社。タモリ倶楽部、どっちの料理SHOWなどの番組を経て、

１年半で秘密のケンミンSHOWのディレクターへ異例昇格。

<株式会社 電通テック/株式会社 電通クリエーティブX / TUGBOAT >
２００８年末、中途採用で電通テックへ入社。映像制作部署の分社により電通クリエーティブXへ転籍。

プロダクションマネージャーを経て、２０１１年から３年間クリエーティブエージェンシーTUGBOATへ出向。

CMの企画、WebやGR、CMのプロデューサー/ディレクターとして勤務。

　
出向解除後は、SUBARU、TOYOTAなど自動車広告やフォルクスワーゲンのブランド広告のプロデューサーを歴任。

その他、大和証券、H.I .S、HOME’s、沖縄県、UNIQLO(GU)などのCM、GR、Webを含むゼネラルプロデューサーとして作品を担当。

SOMPOホールディングスなど、海外展開の広告も多く担当し、海外制作の知見もある。

在籍中には、地元Jリーグチーム鹿児島ユナイテッドFCのクラブ創設前からロゴやユニフォーム、ポスターなどもプロデュースし、

鹿児島へ夢を膨らませていた。

<株式会社 シイツウ>
２０１８年４月に電通クリエーティブXを退社し、父の経営する地元鹿児島にある広告会社シイツウに入社。鹿児島で開催される

２万人規模の音楽イベント、「グレートサツマニアンへスティバル」のTV-CM制作やクリエーティブにも参加。

２０１８年６月、東京世田谷にシイツウ東京事業部を開設。

職種はプロデューサー。あらゆる広告物の成果物の品質管理と予算管理を行い、予算内での高品質な広告制作をお約束します。

鹿児島のヒト、コト、モノを東京、世界に向け発信することが目標。

< 受賞歴 / 電通クリエーティブ X 在籍時 >
ACC CREATIVITY AWARDS 2016 ファイナリスト
リマーカブルプロデューサーオブザイヤー 2017 ファイナリスト
ACC CREATIVITY AWARDS 2018 グランプリ

■KTS/UMK テレビ番組「ドロ旅 ! 維新 !」制作 ■大塚製薬 BODY MAINTE / GR 撮影 / プロデュース ■Hi=STANDARD× スカパー / 「SOUNDS LIKE SHIT」映画告知 OOH 用  GR 制作

< 2018 年 8 月 - 10 月 深尾礼武プロデュース作品 >



◆ 2009-2011 / プロダクションマネージャー

◆ 2011-2013 TUGBOAT 出向 / プランナー , ディレクター , プロデューサー

◆ 2013-2018 / プロデューサー

and more...

* 電通 / innovation 映像 * 大林組 / 企業TV-CM * 自由民主党 / TV-CM

* テレビ埼玉 / 豆しば TV-CM * サントリー / ジョッキ生 TV-CM * 富士重工業 / eyesight TV-CM

* ヤクルト本社 / ミルミル TV-CM

* サントリー / pepsi TV-CM * ハワイ州観光局 / Web用映像 *Numero Japan/ Web用映像 *gift/ 雑誌 Dress 創刊 TV-CM

*TRY/ 家庭教師のトライ TV-CM *H.I.S / グローバル用Web映像 *H.I.S / キューバ誘致 TV-CM * フォルクスワーゲン / 企業 TV-CM

*LIFUL/ HOME’s TV-CM *SompoHD / グローバル用 TV-CM *RAIZAP / グローバル用 TV-CM * 大和証券 /ファンドラップ TV-CM

* ファーストリテイリング / GU TV-CM

*TOYOTA Thai /HILUX Web用映像 *TOYOTA /ESQUIRE GR 制作 ESQUIRE GR 制作

*アステラス製薬 / グローバル用 TV-CM * スカパー ! / Hi-STANDARD TV-CM * 沖縄県 / グローバル /国内Web 用映像

*フォルクスワーゲン / GR 制作

< 2009 年 -2018 年 5 月 電通クリエーティブクロス在籍時 深尾礼武プロデュース作品 >



メディア

・TVCM制作

・ラジオCM制作

・イベント映像

・番組制作

・記録関係. . .

山形屋
クリスマス販促 ／ TV-CM 15秒

鹿児島県国民健康保険団体連合会
「特定健診」促進キャンペーン ／ TV-CM 2タイプ 15秒

かごしま水族館公社
春のイベント告知 ／ TV-CM 15秒

南日本ビジネスサービス
イメージCM ／ TV-CM 15秒・30秒

鹿児島県農業者会議
農業者年金 ／ 3タイプ 30秒

西酒造株式会社
吹上の音 ／ 4タイプ  60秒

JR九州 旅客鉄道株式会社
インターネット列車予約・JR九州ウォーキング ／ 2タイプ 20秒

JA鹿児島県農業協同組合中央会
米の消費拡大キャンペーン ／ 
第32回ACC全日本CMフェスティバル地域CM部門　ACC賞

大阪屋製菓
珍々豆 ／
第25回CMフェスティバル地域CM部門　秀作賞

山形屋
お歳暮 ／
第25回、26回CMフェスティバル地域CM部門　奨励賞

九州電力株式会社
「九州の音 植物の生命音篇」 「魚語の世界篇」 ／
福岡広告協会大賞

TVCM

ラジオCM

受賞作品



…メディア

株式会社サニタリー
会社案内「焼却炉のご紹介」 ／ 案内DVD 10分

ファスティングスタジオ SILKY
美容商品 紹介ビデオ ／ 10分

西酒造株式会社
宝山ウェザーインフォメーション ／ お天気フィラ 1分

番組制作

最福寺
テレビ番組「ヴァチカンの金剛仏子」 ／ 60分

フェニックス
テレビ番組「吹上庵の 店づくりCMづくり」 ／ 60分

KTS鹿児島テレビ／UMKテレビ宮崎
テレビ番組「ドロ旅!維新!」 ／ 60分

記録・その他

本場大島紬織物協同組合
本場大島紬アンテナショップ「織姫館」
オープニングセレモニー・ファッションショー ／ 記録映像

文化庁
「かごしま伝統文化祭り」 ／ 記録映像

イベント映像

国民文化祭
美山焼物祭 イベント用 ／ オープニング映像 5分

高野山真言宗 最福寺
空海 イベント用 ／ オープニング映像 8分



販促ツール

印刷物

・印刷物

・サイン、ディスプレイ. . .



印刷物

…販促ツール

サイン、ディスプレイ



A l l

o r

N o t h i n g

イベント

・式典（セレモニー）、祝賀会

・販促キャンペーン

・ファッションショー

・プレイベートパーティ

・お祭り

・コンサート. . .



カレーフェスタ
in KAGOSHIMA

国民文化祭 かごしま2015
‒薩摩焼の里「美山」を遊ぶ‒



トップと社内（社員）の意識統一
【MI】Mind Identity

C I 計画

・M I、B I、V I

・ロゴマーク

・ロゴタイプ

・アプリケーション. . .

メセナ、フィランソロフィーといった文化事業への参入
【BI】Behavior Identity

MI、BIをデザイン化する
【VI】Visual Identity

・キャラクター



…C I 計画

みょうばんの湯
ロゴマーク、キャラクター

オーリック
ロゴマーク

有限会社 ビーテックカンパニー
マンション「シャルール姶良」 ロゴマーク

鹿児島市 維新ふるさと館
キャラクター「たか＆とし」

株式会社 ディライトサービス
ロゴマーク、ロゴタイプ

株式会社 フェニックス
遊食豚彩「いちにぃさん」 ロゴマーク

NPO法人 ここほっと
ロゴマーク

延寿堂クリニック
ロゴマーク、キャラクター

Counseling

COCOHOT
Non Profit Organization



ACC 鹿児島CM合同研究会

WEB
・サイト制作

・更新業務

有限会社 鹿南シンワ

・社会医療法人 愛仁会　植村病院

・鹿児島西ロータリークラブ

・株式会社オガワ食品

・南日本総合サービス

・株式会社ディライトサービス

・医療法人 仁胤会　前田内科クリニック

・社会医療法人 卓翔会　市比野記念病院

食パン工房 カズ

医療法人財団 浩誠会　霧島杉安病院

株式会社 パルコーポレーション



賀寿の祝いは奈良時代聖武天皇の賀寿を

金鍾寺で僧 良弁が華厳経を誦して帝の長寿を祝い

自ら寿と書いた餅を配ったのが始まりとされます。

古来中国では、人に生まれたこと、男に生まれたこと、

長生きすることを以て「三楽」と称した列子に倣い

賀寿の祝いが行われていました。

「賀寿の作法」でお祝いや披露宴の演出など、

個人の人生の節目のイベントをそれにふさわしく彩る

メモリアルプランニングも企画させていただきます。賀寿イベント

42歳 厄払い

節分とは節の分け目、即ち旧年の邪を払い身を清めて立春大吉

を迎える習わしとされるが、大厄を迎える厄男にあっては、降魔調

伏の荒行に身を置き、大盤振

る舞いにて、厄の禍に替えるの

が常。

四十二歳を本厄として、特に前

年、前厄に呪文を唱え、法を成

して気を禁じ、災厄から身を守

ります。

半世会とは、平成2年に始まった弊社オリジナルの賀寿イベント

です。

一世紀の半分の半世と、一生の半分の半生と、今のおのれを振り

返り反省する、の反省との三つを掛けた五十歳の祝宴。

50歳 半世会（半生会）

66歳 緑寿

緑寿とは七福神の一人「福禄寿」の祝い。

「福」は幸福、善き友に恵まれること。「禄」は俸禄財産に恵まれる

こと。「壽」は寿命、健康に恵まれるという意味。

されば、福禄寿とは善き友、財産、長寿の三つの徳を備えた神仏と

言えます。これにあやかり、7つの気を頂く膳の作法を行います。

77歳 喜寿

喜寿は「喜」という文字が草書では七の下に十七と書くところから

七十七の祝いに当てられます。

唐代の白楽天が催した長寿に肖る仕来り「尚歯会」に端を発し、日

本では江戸時代の俳人、山口素堂が母親の喜寿の祝いに松尾芭

蕉以下七人の俳人を招き宴を催したのが初まりとされています。

90歳 卒寿

99歳 白寿

81歳 盤寿

将棋盤が縦9列、横9列であるところから、八十一歳の祝いを盤寿

と言います。

盤石と書いて「磐」、巌のように大きく逞しい姿を意味し。翁の人生

に畏怖を以てお祝いします。

古稀は、人生七十年古来稀なりの略。

昔の七十歳は極めて長寿であったが、平均寿命が延びた今では

長寿のスタートラインに当たります。

祝う日は正月でも誕生日でも何時でも良いとされていますが、で

きれば七十の立春を迎えた後が良いでしょう。

70歳 古希

米寿は米の祝い、末広がりの八が重なります。

稲穂の黄金色を連想する金色、もしくは金茶色、黄色のちゃんちゃ

んこや座布団、扇子、頭巾などを用意してお祝いします。

88歳 米寿

100歳 百寿

60歳 還暦 ・十二支十干を一巡し、生まれ年の干支に戻る

「赤子還り」ともいわれ、魔除

けの色である赤子の赤を身に

つけ、作法を行います。

80歳 傘寿

傘という字は、天蓋の下に人

が集まり、降ってくる災いを凌

いでいる姿にも見えます。傘寿

の翁の傘の下に、翁の徳を慕

うたくさんの人が集まってくる

ことのようです。



昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和58年

昭和60年

昭和62年

昭和63年

平成元年

平成 4年

平成 5年

平成 8年

平成 9年

平成12年

平成17年

平成20年

平成21年

平成22年

平成24年

平成27年

平成28年

平成30年

有限会社オフィスシイツウ川村・深尾広告事務所設立

鹿児島市西千石町16-30

資本金200万円

取締役 深尾岩雄　取締役 川村良和

株式会社電通　鹿児島支局と企画制作業務委託契約

鹿児島ＣＭ合同研究会創立　幹事社

テレビ・ラジオ・新聞・印刷等の広告企画を中心に活動

日本青年会議所全国大会式典総合演出を機に

イベントプロデュースを始める

ＭＢＣラジオ「とびだせレディぶるんぶるん」企画実施から

テレビ・ラジオ番組企画構成を始める

鹿児島市西千石町17-30相互ビルに移転

商号を有限会社オフィスシイツウに変更

ＭＢＣ学園コピーライター養成講座　講師業務委託

株式会社電通鹿児島支社業務委託解除

フリーランスに

鹿児島広告協会に加入

鹿児島市制100年イベント　

『サザンピア21』オープニング演出

資本金を1000万円に増資

株式会社に改組　社名を株式会社シイツウに変更

鹿児島ホテルレストラン短期大学（今村学園）講師業務委託

鹿児島国際観光短大 講師業務委託

鹿児島市商店街ＣＩコンサルティング業務委託

中町ＢＥＬＧ/千日街Ｇ３/七味小路通り/西駅一番街イッド/

銀座通り

商工会議所エキスパート　委託

福岡分室を開設

鹿児島県歯科医師会創立100周年式典 演出進行

鹿児島市下荒田1丁目1-20そうごビルに移転

文化庁「地域文化芸術振興プラン」

かごしま伝統文化祭り 演出進行

国際ロータリー第2730地区大会 演出進行

鹿児島市長定例記者会見 撮影・映像編集等業務委託（年間）

国民文化祭 かごしま2015 ‒薩摩焼の里 「美山」を遊ぶ‒
演出進行
鹿児島市長定例記者会見 撮影・映像編集等業務委託（年間）

東京事業部 開設

6月

8月

10月

6月

10月

2月

11月

12月

5月

3月

6月

9月

11月

4月

4月

4月

6月

11月

6月

2月

10月

4月

10月

4月

6月



■ 商　号

■ 所在地

■ TEL

■ FAX

■ MAIL 

■ 設　立

■ 資本金

■ 決算期

 

■ 役員

　 代表取締役プロデューサー： 深尾 兼好

　 専務取締役企画室長         ： 今和泉 健一郎

　 取締役　　　　　　         ： 深尾 明佳

　 監査役　　　　　　         ： 南竹 力

■ 取引銀行

　 鹿児島相互信用金庫 高見馬場支店

　 鹿児島銀行 本店

　 鹿児島銀行 高見馬場支店

■ 事業内容

    ・テレビ・ラジオ・新聞・印刷、その他の広告企画制作

    ・企業のVIシステムの企画遂行

    ・販売促進のための計画・実行

    ・テレビ・ラジオ番組及び企業用VTRの企画・制作

    ・式典、パーティー等のイベント企画・演出・進行

    ・Webサイトの企画・作成代行

■ 加盟団体

　 鹿児島広告協会

　 鹿児島CM合同研究会

　 鹿児島青年会議所（シニア）

　 鹿児島法人会青年部

　 鹿児島西ロータリークラブ

■ 受賞歴

　 全日本CMフェスティバル 地域部門：ACC賞 他

　 福岡広告協会賞 グランプリ：金賞 他

　 鹿児島広告協会賞 優秀広告賞:金賞 他

　 鹿児島CM合同研究会 CM制作者賞

株式会社 シイツウ
〒890-0056 鹿児島市下荒田1丁目1-20 そうごビル2F

099-297-5711（代）

099-297-5712

info@c2-inc.com

昭和55年6月2日

1000万円

5月（年1回）


