
― 子会社・関連会社 

（株）TBWA\HAKUHODO 

〒105-0023 東京都港区芝浦 1-13-10 第三東運ビル 

03-5446-7200 

広告業務 

（株）北海道博報堂 

〒060-0002 札幌市中央区北二条西 1-1 マルイト札幌ビル 

011-251-0176 

北海道を中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 本社・仙台営業局 

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 4-1-25 東二番丁スクエア 12F 

022-263-2211 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 青森支社 

〒030-0861 青森県青森市長島 2-10-3 青森フコク生命ビル 4F 

017-776-4351 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 青森支社（八戸オフィス） 

〒031-0041 青森県八戸市廿三日町 28 八戸ウエストビル ４F 

0178-79-1298 

東北エリアを中心とした広告業務 

 

 

 

 



 

 

（株）東北博報堂 盛岡支社 

〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 1-12-10 日鉄鉱盛岡ビル 6F 

019-624-6360 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 秋田支社 

〒010-0001 秋田県秋田市中通 2-4-15 秋田朝日生命丸島ビル 5F 

018-827-3711 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 山形オフィス 

〒990-0031 山形県山形市十日町 2-4-19 住友生命山形第二ビル 6F 

023-615-6117 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 福島支社（福島オフィス） 

〒960-8041 福島市大町 7-3 福島センタービル 8F 

024-521-1133 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 福島支社（郡山オフィス） 

〒963-8005 福島県郡山市清水台 1-3-8 郡山商工会議所会館 4F 

024-934-5042 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 福島支社（いわきオフィス） 

〒970-8026 福島県いわき市平字小太郎町 1-6 いわきセンタービル 6F 

0246-22-0560 

東北エリアを中心とした広告業務 

（株）東北博報堂 宇都宮オフィス 

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り 4-1-18 宇都宮大同生命ビル 3F 

028-600-4848 

東北エリアを中心とした広告業務 

 

 



 

 

 

（株）新潟博報堂 

〒950-0917 新潟市中央区天神 1-12-8 LEXN B 4F 

025-290-5555 

新潟県を中心とした広告業務 

（株）北陸博報堂 本社 

〒920-0919 金沢市南町 4-1 金沢ニューグランドビル 

076-222-5121 

北陸エリアを中心とした広告業務 

（株）北陸博報堂 富山支社 

〒930-0858 富山市牛島町 18-7 アーバンプレイス 

076-431-2010 

北陸エリアを中心とした広告業務 

（株）静岡博報堂 本社 

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町 8-6 トップセンタービル 

054-652-2800 

静岡県を中心とした広告業務 

（株）静岡博報堂 浜松営業所 

〒430-0926 浜松市中区砂山町 325-34 ニッセイ浜松駅前アネックス 

053-450-3461 

静岡県を中心とした広告業務 

（株）中国四国博報堂 広島本社 

〒730-0051 広島市中区大手町 3-7-5 広島パークビル 

082-248-0401 

中国四国エリアを中心とした広告業務 

（株）中国四国博報堂 岡山支社 

〒700-0826 岡山市北区磨屋町３－１０ 岡山ニューシティビル５階 

086-803-2758 

中国四国エリアを中心とした広告業務 

 



 

 

 

（株）中国四国博報堂 高松支社 

〒760-0026 香川県高松市磨屋町 3-1 マニュライフプレイス高松 

087-851-6111 

中国四国エリアを中心とした広告業務 

（株）中国四国博報堂 愛媛支社 

〒790-0003 愛媛県松山市三番町 6-3-4 松山パルビル 

089-932-5821 

中国四国エリアを中心とした広告業務 

（株）アドスタッフ博報堂 

〒900-0015 那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル 

098-862-1422 

沖縄県を中心とした広告業務 

（株）博報堂マグネット 

〒104-0061 東京都中央区銀座 5-9-8 クロス銀座ビル 9F 

03-6274-6941 

ファッション・アクセサリー・コスメティック領域を対象とした広告業務 

（株）博報堂メディカル 

〒107-0052 東京都港区赤坂 6-1-20 国際新赤坂ビル西館 8F 

03-6441-8166 

医療用医薬品業界を対象とした専門広告会社 

（株）博報堂プロダクツ 

〒135-8619 東京都江東区豊洲 5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント 

03-5144-7200 

総合広告制作事業会社 

（株）博報堂プロダクツ 関西支社 

〒530-8262 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー 

06-6229-5426 

総合広告制作事業会社 

 



 

 

 

（株）博報堂プロダクツ 九州支社 

〒812-0027 福岡市博多区下川端町 2-1 博多リバレイン イーストサイト 

092-283-5390 

総合広告制作事業会社 

（株）博報堂プロダクツ 名古屋支社 

〒460-0008 名古屋市中区栄 3-3-21 セントライズ栄 

052-251-2137 

総合広告制作事業会社 

（株）博報堂クリエイティブ・ヴォックス 

〒107-0052 東京都港区赤坂 3-13-16 ネット赤坂ビル 

03-6441-4380 

広告・宣伝の企画、立案、制作および実施 

（株）博報堂コンサルティング 

〒107-6319 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-8070 

ブランド構築と事業変革に関する経営コンサルティング 

（株）博報堂コンサルティング 関西オフィス 

〒530-8262 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー 

06-6229-5336 

ブランド構築と事業変革に関する経営コンサルティング 

（株）HAKUHODO DESIGN 

〒107-6319 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-4671 

デザインを通じたブランドソリューションの提案 

（株）博報堂ケトル 

〒107-6322 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-4501 

広告・宣伝の企画、立案、制作および実施 

 



 

 

 

（株）博報堂キャスティング&エンタテインメント 

〒107-6319 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-8297 

タレント・音楽・キャラクター・コンテンツのキャスティングならびにライセンス業務 

（株）博報堂プラニングハウス 

〒107-6319 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-4376 

革新的なプランニングを提供するマーケティング業務 

（株）博報堂ダイレクト 

〒107-6319 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-4681 

ダイレクトマーケティング・CRM領域におけるコンサルティング、ＥＣシステム開発・運用・支援業務 

（株）博報堂アイ・スタジオ 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-10-1 有楽町ビルヂング 

03-5219-7150 

インタラクティブ領域におけるクリエイティブ、デジタルマーケティング・CRMのプランニング、制作、運用、およびシステム開発業務 

(株）博報堂マーケティングシステムズ 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 16Ｆ 

03-6441-7775 

企業のマーケティング活動の基盤となる情報システムの設計、開発および活用支援 

（株）オズマピーアール 

〒102-8025 東京都千代田区紀尾井町 3-23 文藝春秋新館 

03-4531-0200 

広報・PR領域における総合的コミュニケーション業務 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（株）オズマピーアール 関西支社 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 2-4-10 大広今橋ビル 8階 

06-6205-9800 

広報・PR領域における総合的コミュニケーション業務 

（株）バックスグループ 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-19-19 恵比寿ビジネスタワー14F 

03-5793-7911 

営業支援アウトソーシング事業、人材派遣事業 

（株）SIX 

〒107-0062 東京都港区南青山 5-11-10 南青山 511 ビル 2階 

03-3406-5266 

デジタルとマスを融合させた先進的コミュニケーションの提案及び実行 

合同会社 Spontena 

〒107-6310 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

会話エンジンを利用したシステム開発とマーケティングサービス業務 

（株）コスモ・コミュニケーションズ 

〒107-0061 東京都港区北青山 2-5-8 青山 OM-SQUARE 4F 

03-3405-8111 

ファッション・スポーツ・ライフスタイルマーケット領域を対象とした広告業務 

（株）KIDS DENTAL PARK 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 

03-6441-8451 

歯科医院向け予防型の小児歯科導入支援サービス 

（株）ハッピーアワーズ博報堂  

〒107-6319 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー  

03-6441-4691  

「体験」を軸とした広告・プロモーションの企画および制作、実施業務 

 



 

 

 

（株）マハロネットワークス 

〒107-6320 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 

03-6441-9050 

e コマースの運営を基盤としたハワイ関連ビジネス及び企画、プロモーション業務 

（株）VoiceVision 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 

03-6441-9795 

生活者との共創によるブランディング及び商品・店頭プロモーション開発業務 

（株）ＢＡＳＫＥＴ 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 18Ｆ 

03-6441-6158 

流通企業・消費財メーカー向けのデータ・デジタルマーケティング業務 

（株）wondertrunk & co. 

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 1-20-13 ディアテックビル 3階 

03-5413-8827 

広告会社、PR会社、旅行会社のノウハウを併せ持つ、インバウンド領域専門会社 

（株）中央アド新社 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 1-2-5 栄太楼ビル 9階 

03-3242-1171 

広告業務 

（株）エッジ・インターナショナル 

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-1 青山安田ビル 2F 

03-3403-7750 

IR領域を中心とする企業報告支援サービス業務 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

アシュトン・コンサルティング (Ashton Consulting Ltd.) 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-16-11 愛宕イーストビル 9階 

03-5425-7220 

クロスボーダーの企業広報サービスを行う PR会社 

（株）スパイスボックス 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 15F 

03-3583-5361 

デジタル領域のマーケティング・広告コミュニケーション業務 

（株）クラフター 

〒107-6101 東京都港区赤坂 5-2-20 赤坂パークビル 

03-6277-7727 

アニメーションコンテンツを活用したコミュニケーションコンサルティング及び制作業務 

（株）ディー・ブレーン 

〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-31 NBF南青山ビル 10階 

03-3423-7575 

ディスプレイ、インテリアおよび建設に関わる調査・企画、プロデュース、デザイン・設計、施工・管理（商業施設・文化施設・アミューズメント

施設・サービス施設・新業態施設、その他） 

（株）ジェーピーディーエイチ 

〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-31 NBF南青山ビル 4階 

03-3404-3121 

ディスプレイ、インテリアおよび建設に関わる調査・企画、プロデュース、デザイン・設計、施工・管理（商業施設・文化施設・アミューズメント

施設・サービス施設・新業態施設、その他） 

（株）ホログラム 

〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-31 NBF南青山ビル 802 

03-3402-7900 

商業施設、店舗（物販、アパレル、飲食、サービス、環境等）、オフィス、建築リノベーション等の内外装デザイン、設計、設計監理、ディス

プレイ及サイン計画、ブランディング等の企画、デザインディレクション、コーディネート 

 

 

 

 



 

 

 

（株）SEEDATA 

〒107-0052 東京都港区赤坂 6-1-20 国際赤坂ビル西館 8階  

03-6441-9054 

先進的な生活者群（トライブ）に関するリサーチデータを活用したイノベーション創出支援業務 

Pinkoi Japan（株） 

〒150-0002  東京都渋谷区渋谷 1-23-21渋谷キャスト 2F 2R−03 

03-6427-3131  

日本の手仕事品、クラフト、アートなどの生活者間マーケットプレイス運営事業 

（株）東京 H.M.マーケティングリサーチ 

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 6-1 山万ビル 

03-5649-2311 

市場調査・分析及びコンサルティング業務 

（株）東京 H.M.マーケティングリサーチ 大阪支社 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 2-4-10 大広今橋ビル 

06-4706-7712 

市場調査・分析及びコンサルティング業務 

（株）ブレインズワーク・アソシエイツ 

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 15-8 ウッディ南平台ビル 

03-3770-7631 

都市開発、地域開発、商業施設の開発に関する企画・立案業務 

STORIES合同会社 

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館 16階 

03-6441-9032 

ハリウッドにおける日本原作の映画・テレビ番組の企画・プロデュース事業および国内外映画クリエイターによる広告事業 

 

http://seedata.co.jp/

