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大平印刷株式会社

次年度の広報やプロモーションを計画される際の

実施項目と予算の目安としてご活用ください

参考価格は税抜表示となっております。

次年度予算ご検討用
プロモーションパックのご案内
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トリプルメディアのフル活用で新製品をアピール！

Ｄ

オウンドメディア

ブランドサイトLP キャンペーンサイトECサイト

動画

ペイドメディア
リアルメディア

ソーシャルメディア

・インフルエンサータイアップ ・SNSキャンペーン

・サンプリング

・店頭でのPR

参考価格(税抜)

約80万円～
※デザイン費別途

新製品・来店促進Webプロモーションパック

【オプション】
・商品撮影
・新製品カタログ、漫画制作
・AIを使った検索流入ワード対策

新製品発売のプロモーションに

キャンペーンサイトや動画、LP

制作はもちろんのこと、SNSや

Youtubeなどのソーシャルメ

ディアや、店頭販促PRなどの

リアルメディアによるサイトへの

誘導も含めた、新製品プロ

モーションの全面的なサポート

が可能です。

内容

【プロモーションパック】
・新製品ランディングページ制作
・新製品プロモーション簡易動画
・SNS広告 1



参考価格(税抜)

約30万円～
※デザイン費別途

ランディングページで隠れた魅力を引き出す！展示会や新製品の告知にも最適です

展示会の様子や新製品の告知など、直接伝えたいページを作成することで、

ページ移動による訪問者の離脱も抑えられ、知りたい情報を1ページで伝えることが可能です。

SEO解析により、検索キーワードから直接サイトに流入させる施策もご提案いたします。

ランディングページ（LP）制作

Ｄ

活用

シーン

・商品紹介サイト：新商品などを紹介し、お問い合わせやECサイトへ誘導

・キャンペーンサイト：販促キャンペーンの情報を紹介など

・イベントサイト：展示会などの期間限定のイベント紹介など

［大阪経済大学様］

WEB OPEN CAMPUS
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SDGｓ対応イベントグッズ①

発展途上国の支援商品や、環境配慮商品でSDGsに貢献！

活用

シーン

【フェアトレードコットンバック】
100枚、シルク1色印刷、PP袋入り
【再生率100％ A4クリアファイル】
1000枚、フルカラー印刷

※エコマーク表示可能
※グリーン購入法適合

▼フェアトレードとは？
フェアトレードとは発展途上国の原料や製品を適正な価格で購入することで、そのような国の人々の生活改善や自立を支援する活動です。
当製品に使用されているコットンもフェアトレード認証生産者から基準に従って調達された認証コットンです。

【再生率100％ A4クリアファイル】

環境配慮商品

【フェアトレードコットンバック】

発展途上国支援商品

ＰＰ

・展示会や講演会などのイベント用のノベルティに

・会社説明会などの採用活動の配布資料用に

・その他 自社PR用などに

参考価格(税抜)

約30万円～
※デザイン費別途
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SDGｓ対応イベントグッズ②

環境配慮商品でSDGsに貢献！SDGsを初めて行われる方に！

活用

シーン

・展示会や講演会などのイベント用のノベルティに

・会社説明会などの採用活動の配布資料用に

・その他 自社PR用などに

【再生コットンエコバック】
100枚、シルク1色印刷、PP袋入り
【economics PP A4クリアファイル】
1000枚、フルカラー印刷

※エコマーク表示可能
※グリーン購入法適合

【economics PP A4クリアファイル】【再生コットンエコバック】

ＰＰ

▼ecomics PPとは？
回収ボトルキャップ再生材を25％以上含む
PPの使用量を削減した商品。

参考価格(税抜)

約25万円～
※デザイン費別途
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参考価格(税抜)

約370万円～

SEO解析から、企画コンテンツ案までお手伝い！効果的なサイトリニューアルを実現します

ご希望や既存サイトにおける不満、ご予算等をヒアリングし、

「どのような手法を用いたどんな規模・内容のWebサイトが効果的なのか」をご提案させていただきます。

SEO解析から、レスポンシブWebデザイン対応を中心としたスマホ最適化のご対応も可能です。

Webサイトリニューアル
Ｄ

・全体デザイン

・ページ制作

・CMS組み込み

・問い合わせ、申し込みフォームDB構築

・150ページ制作を想定

・※サーバー、ドメイン、SSLは別途ご相談
内容

5

［宝酒造様］

ECサイト リニューアル



マーケティングが拡大するSNSで広告配信をサポート！

SNS広告

Ｄ

【LINE広告】
利用者約8600万人と
アクティブユーザーが多く、
幅広い世代へのアプローチが可能です。

【Twitter広告】
情報の拡散力が強く、
二次拡散に期待できます。
キャンペーンと連動した認知施策が得意です。

【Facebook・Instagram広告】
実名登録が前提のため、
ターゲティング精度は高く、
Instagramなどとの併用も可能です。

活用

シーン

・自社ブランド＋商品認知：フォロー＆リツイートにより抽選で製品プレゼントなど

・イベント情報の告知：LINEで若い世代限定に絞ったイベント情報配信

・新商品の告知：Facebookで興味がある層をターゲティングし配信

参考価格(税抜)

約40万円～
※デザイン費別途
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AIチャットボットで、365日24時間対応！

大平印刷が提供するAIチャットボットでは

いただいた質問に対し、単調な質問と回答のやり取りではなく

人との会話に近い形で回答まで導くことができます。

インターネットに接続できる環境があれば、

誰でもパソコンやスマートフォン・タブレットから利用することが

可能で、24時間365日質問に対し回答することが可能です。

会社のオリジナルキャラクターの使用も可能で、

顧客の満足度向上や社員の業務効率化・属人化解消にも

つながります。

ＡＩチャットボット

［ヤンマーホールディングス様］ ［鳥取県様］

Ｄ
参考価格(税抜)：FAQ行数上限：150

■初期費用 約62万円～

■月額費用 約8万円～

活用

シーン

・バーチャル展示会やサービス紹介などの説明

・社内でのコミュニケーション不足による情報共有の対応に
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オンラインイベントで人とつながる！展示会の目的に合わせて適切なブースをセレクト

オンライン展示会

コロナ禍の影響でオンラインイベントの開催が増えてきています。社内外向けのセミナーやシンポジウムなど、

規模や目的に合わせて、最適なオンライン展示会やオンラインイベントをご提案します。

Ｄ
参考価格

企画内容により相談

内容

［大学ICT推進協議会様］

オンライン展示会サイトの構築・運営

［追手門学院大学様］

オンライン学園祭

・3Dモデルで展示会ブースを再現。ウォークスルー型

・展示会の雰囲気を3D-WEBで再現。クリックして見ていく展示会型

・従来のWEBサイトに展示会に必要な要素を再現。使い勝手がよいWEB連携型
8



参考価格(税抜)

1本 約5万円～

5本 約15万円～(1本3万円)

※原稿、画像ご支給

手持ちの素材で簡単・低価格で作れる動画サービス！

動画フォーマットに、静止画・動画・テキスト・ＢＧＭなどのデータを設定し、自動生成するため、

高画質でハイクオリティな動画を短時間・低価格で制作することが可能です。

フォーマットは数100種あるため、様々な側面から紹介したり、SNSなど多様なメディアでの動画展開が可能です。

動画自動生成サービス

Ｄ

■大平印刷の

オウンドメディア紹介
活用

シーン

・SNS投稿用動画：媒体による色違いや特徴違いなどの複数動画

・商品紹介動画：自社事例集動画

・会社紹介動画：最近の自社のNEWS、オープニングムービー

・イベント告知用動画
9



360度カメラを使って、会社のフロア紹介や工場見学など、バーチャル体験できます

360度のパノラマ空間に、イメージ写真や動画、テキスト、音声などさまざまなポップアップ情報を組み込むことで、

臨場感のある新たなWeb体験を提供するコンテンツを構築します。

クイズラリーなどプロモーションを仕込んで、より親しみあるコンテンツに仕上げることも可能です。

360度パノラマビュー or VR

［京都大学様］パノラマビュー

360° バーチャルキャンパスツアー

Ｄ

・パノラマビュー＝定点撮影
※施設など、しっかりと中身を見せたいときに効果的です。
・VR＝移動ありの360度撮影
※イベントなどの臨場感を伝えたいときに効果的です。

［大平印刷］VR

工場見学動画

【VR】【パノラマビュー】

■大平印刷

会社紹介動画

参考価格(税抜)

約70万円～

活用

シーン
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参考価格

企画内容により相談

撮影から編集まですべておまかせ！「見られる」動画をご提供します！

この1年で動画のニーズが一気に拡大しました。

大平印刷では目的に応じて、最適なコンテンツを絵コンテでご提案するところから、

撮影、編集はもちろんキャスティング、DVDプレスまで、幅広く対応が可能です。

オリジナル動画

Ｄ

活用

シーン

・会社紹介動画

・採用動画

・講演会動画

・施設紹介動画

［デジスタイル京都］

E-TOKO深草

紹介動画

［TIS株式会社様］

XR Campusシリーズ

サービス紹介動画
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先輩社員の仕事風景やオフィスの雰囲気など、事前に撮影した動画から

魅力的なものをチョイスし、ハイライト動画にします。

事前にヒアリングにお伺いし、撮影から編集まで貴社の魅力を伝える動画を制作します。

ハイライト動画で、魅力的な一瞬を伝える！

イベントハイライト動画

・イベントや展示会紹介動画：当日の様子

・社内スポーツ団体紹介動画：活動風景など

・講演会動画：長時間の内容を簡単にまとめたもの

Ｄ

〔京都橘大学様〕

オープンキャンパスハイライト動画

参考価格(税抜)

約30万円～

活用

シーン
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Ｄ

現地撮影なしで動画制作。編集力で伝わる動画を作成します！

ZoomやTeamsを使ってインタビュー動画を録画。オンラインでの立ち会いにて撮影・録画のサポートをします。

複数のインタビュー録画を編集でつなぎ、オープニングやエンディング、テロップ、BGMも追加した上で

1本の動画に仕上げます。

オンライン動画撮影＋編集

・採用動画：若手社員の声

・商品紹介動画：購入した顧客の感想

・会社紹介動画：社員からのメッセージ

〔同志社大学様〕 ロースクルール修了生インタビュー動画

活用

シーン

参考価格(税抜)

約50万円～

■同志社大学様

インタビュー動画

13



動画内で能動的な視聴体験が作れます。動画の二次活用に最適です！

動画内でタッチポイントを設置し、動画内をクリックして別サイトやポップアップ表示に飛ばすことができます。

モデルの着用している服を選ぶとECサイトにとんだり、ストーリー分岐型の観光動画にしたり、

能動的な視聴体験を作り出すことで飽きずに誘導が可能です。

インタラクティブ(触れる)動画

Ｄ

公園へいきたい お祭りへいきたい

ユーザーが選んだ選択肢によって、
続きの動画を変更することが可能に。

動画上のあらゆる物体、人物などにタグ付けをして、
動画をタップまたはクリックすることができます。
例のようなポップアップ表示が動画上で可能に。

参考価格(税抜)

約30万円～

・食品紹介動画：食品の成分や産地、レシピなどを選択形式で選ぶ

・商品紹介動画：モデルの着用している服を選ぶと、ECサイトに誘導

・社内教育動画：コンプライアンスなどをクイズ形式で出題する

活用

シーン
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撮影から許可まで一括して委託可能！自社カメラマンが撮影します。

アクティブなイメージ訴求に便利なドローン。

大平印刷のドローンパイロットは2名の自社カメラマン。国交省の全国の包括許可、認定団体の訓練を受けて

「操縦技能証明証」も取得していますので、安心してお任せいただけます。

ドローン撮影

Ｄ

大平印刷の

ドローン撮影

〔青蓮院門跡 青龍殿〕〔下鴨神社 糺の森〕

参考価格(税抜)

約12万円～

仕様

・フライト時間：約60分

・2バッテリーセット(15分×4)

・ロケハン：約2時間2名

・撮影時間4時間を想定
15



e-パンフレット

本を開けば動画が再生！印刷＋デジタルの新しい形のパンフレット

e-パンフレットは、紙パンフレットに液晶モニタをはめ込んだもので、表紙を開くと動画が再生します。

軽くて持ち運びに便利で、営業訪問ツールや対面販売の説明ツール、スタッフ教育など

あらゆる用途に対応可能です。また簡単に動画の入れ替えも可能です。

Ｐ ＤＤ

〔かんでんEハウス株式会社様〕

マンション購入者向け

マンション一括受電説明パンフレット

活用

シーン

・営業訪問ツール：会社紹介、自社サービス紹介動画

・社員教育ツール：工場内の安全確認動画

・顧客向け商品紹介ツール：待ち時間内に見る動画、薬の飲み方などの紹介

・店頭販売員向けツール：店頭の什器やPOPの設置レギュレーション

参考価格(税抜)

＠25,000円×20部 約50万円～

※デザイン費別途
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ドットコード印刷＋音声ペン

見えないドットコードを読み取り、音声ペンで声を再生！幅広い活用が可能です！

印刷されたドットを専用ペンで読み取ると、音声ガイドが出力されるツール。

コードが目立たないことでデザインを損ねることがなく、紙面を専用ペンでタッチするだけで利用できます。

写真・文字・イラストなどの上にコードが印刷でき、通常のコピー機では複写できず、セキュリティ性に優れます。

Ｐ ＤＤ

〔京都市

元離宮二条城様〕

二条城

触地図＋音声ペン

活用

シーン

・多言語対応ツール：1つのコードから5言語まで音声が再生可能

・視覚障がい者向けツール：京都府立植物園触地図＋音声ペン、二条城マップにて採用

・セキュリティツール：偽造品対策から真贋判定、トレーサビリティまで幅広く活用可能

〔京都府立大学

ACTRプロジェクト様〕

京都府立植物園

触地図＋音声ペン

参考価格

企画内容により相談
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ビジュアルに訴えるから、目につきやすく、手に取りやすい！

漫画・アニメーション制作

Ｐ

お問い合わせ率アップを狙った広告・宣伝対策から、パンフレットや動画まで様々なシーンで使えます。

漫画・アニメーションを使った新しいアプローチで、イメージアップをお手伝いします。

［かんでんEハウス株式会社様］

スマートマンションサービス「エネ楽」

マンガ説明冊子

活用

シーン

・自社ツールの紹介冊子：特殊なジャンルであったり、仕様が複雑な商品について

・採用冊子：新卒向けに自社事業をわかりやすくしたもの

・取り扱い説明冊子：保険冊子、PC周辺機器などの取り扱いについて

参考価格(税抜)

約30万円～
※デザイン費別途
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会社案内や広報誌、イベントの告知リーフなど企画・制作します。

会社案内や商品カタログ、会報誌など、“自社についてより分かりやすく伝える”目的を持ったものから、

社内報や販売マニュアルなど、“社内に向けた情報発信”ツールまで、幅広い印刷物を制作しています。

印刷だけに限らず、企画、編集から取材、撮影まで貴社の魅力をヒアリングし、1から制作のお手伝いが可能です。

パンフレット制作

Ｐ参考価格(税抜) ※1000部制作の場合

■A4 4ページ 約20万円～

■A4 8ページ 約30万円～

・デザイン制作、簡単な編集作業含む

・校正は簡易校正1回のみ

・写真やテキストは支給
19

仕様

［西川株式会社様］

WARMFEEL パンフレット

［京都市都市緑化協会様］

広報誌「京のみどり」



オーソドックスなものから、企画満載のカジュアルテイストのものまで制作可能

企業や学校、各種団体の歴史、足跡を振り返る周年記念誌。

謝辞や写真などを中心に編集するものから、

関係者へのインタビュー、関連資料などを基に

編集・制作するものまで、その仕様や構成はさまざまです。

初期段階で期待する効果などの綿密なヒアリングを行い、

コンテンツのご提案から印刷、珍しい加工まで

最適な周年記念誌をご提案します。

周年誌・記念誌制作

Ｐ

＜弊社制作実績＞

●宝ホールディングス株式会社「創立90周年誌」

●京都薬科大学様「130周年誌」

●京都経営者協会様「70周年記念誌」

・企画、編集

・取材、撮影

・デザイン制作

・印刷、製本

仕様

参考価格(税抜) ※1000部制作の場合

■A4 52ページ 約380万円～

■A4 100ページ 約500万円～
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参考価格

仕様により相談

「友禅印刷」でオリジナルDMを作成、香りによる貴社の印象付けを行います！

「友禅印刷」とは、大平印刷が技術開発した独自の印刷手法で、

その中の1つ原料印刷は、抹茶やお香などの原料を粉にして、インキに混ぜて印刷します。

原料そのものが持つ色はもちろん、「香り」・「抗菌」・「消臭」など原料が持つ機能まで保持します。

季節ごとの香りがするDMなど印象付けに効果的です。

香り付きオリジナルDM作成

Ｐ

［ルピシア様］

紅茶の香りがするしおり

〔大平印刷オリジナル〕

お香入りのアマビエカード＋年賀状

活用

シーン

・通販時に同封するはがきや挨拶状など

・役員挨拶状に使うレターヘッド

・上顧客などに渡すノベルティ
21



SEO解析ツールで、該当ページを上位表示させるためのご提案をいたします！

AIによるSEO解析（1回）

Ｄ
参考価格(税抜)

約5万円～/1回

大平印刷ではSEO解析をより強化するために、

AIによる解析ツール「Pascal」を導入。

Googleで上位30位にランキングしているページ内部の情報を

リアルタイムにチェック、分析し、上位ページの内容を元に、

最適な改善方法を解析することが可能です。

競合サイトとの比較も可能ですので、

「どうしてもこのキーワードで上位表示ができない！」

といったお悩みを解決します。

・競合サイトとの比較及び改善項目の提示

・コンテンツマーケティングのためのキーワード提案

・ページを上位表示させるご提案や現在の流入状況の提示
22
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京都情報サイトに貴社のイベント情報をPRしませんか？

大平印刷が運営する、

京都情報サイト「デジスタイル京都」内の「京マガジン」に、

タイアップ記事掲載やバナー広告の出稿が可能です。

毎月15万～20万PVを誇り、地元京都への閲覧率が高く、

目的やターゲットに合わせて、コンテンツ案からご提案させて

いただきます。

デジスタイル京都 広告・記事作成

D

・初期費用

※ライティング（スタッフによる撮影含む）1回3万円

※プロカメラマンの撮影は別途ご相談

参考価格(税抜)

約15万円～

活用

シーン

・イベント情報の掲載

・バナー広告の掲載

・ライターの訪問、取材による商品やイベント内容の紹介

・女性企画チームによる女性目線の記事作成

■TKG PRESS

Webマガジン
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■デジスタイル京都



コロナ禍の対策ツールとしてノベルティのご提案が可能です

Ｐ

【マスクハンガー】 【マスクケース】

【マスクハンガー】：180×265mm 4色 1000枚 約21万円

【マスクケース】 ：110×205mm 4色 5000枚 約15万円

【置くマスク】：560mm×655mm 重さ約340ｇ 約5000円
仕様

【置くマスク】

【除菌シート】【リストバンド】

展示会などのイベントにて

検温した来場者に使用

参考価格(税抜)

下記参照
※デザイン費別途

24

【リストバンド】：100枚1巻 50個 約7万円

【除菌シート】 ：1000個、名入れなし 約15万円

コロナ対策用グッズ



イベントツールや記念品として、オリジナルノベルティを制作します

オリジナルノベルティ制作

Ｐ

【ペーパークラフト】 【トートバック】

【タオル】【マスキングテープ】

仕様

【ペーパークラフト】：仕様により要相談

【トートバック】：360×370×10mm 4色 500枚 約35万円

【保冷バック】：470×450×530mm 1色 500枚 約30万円

【保冷バック】

参考価格(税抜)

下記参照
※デザイン費別途
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【マスキングテープ】：30mm 10ｍ 約10万円

【タオル】：680×290×460mm 1色 約21万円
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