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March (märch), verb.  To make steady progress in a direct and purposeful manner.

Forth (fôrth), adverb.  Out from inaction or concealment and forward into view.

MarchForth (märch fôrth’), business solution.  A potent combination of two powerful energies, propelling business ahead to meet long-

term goals with lasting results.

In order to march forth, you need the right tools.  MarchForth offers them: strategic consulting, technical expertise, brand development, and 

experience. Our reliable teams can put your company on the path to success with eBusiness and creative solutions that are designed to work 

effectively for you and your customers.

We would like to take this opportunity to thank you for your interest in MarchForth International.

The only way to march is forth.
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この度は、マーチフォース・インターナショナルのサービスにご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。

ビジネスを前進させるために必要なのは、最適な手段です。マーチフォース・インターナショナルは、ビジネス戦略に関するコンサルティング、

機能的なクリエイティブ・ソリューション、技術的な専門知識、ブランド構築のためのノウハウ、そして経験、それら全てをご提供することで

御社と御社のお客様を、eビジネスにおける成功の道へとご案内いたします。

『マーチ』(march)【自動詞】  目的意識を持って、真っすぐに、そして着実に進歩していくこと。

『フォース』(forth)【副詞】  （静止状態から動きが生まれ）前方に、或いは、（隠れていた状態から）外に（現れ、視界に入ってくる様子）。

『マーチフォース』(MarchForth) 【ビジネス・ソリューション】

『マーチ』と『フォース』、この２つのパワフルな活力が、まるで2軸の強力なスクリューのように効果的な相互作用を生み出し、ビジネスを前へと

推し進めるビジネス・ソリューションを生成します。それは、目に見える成果を御社にもたらし、長期目標の継続的な達成を可能にいたします。



MarchForth is an eBusiness consultancy whose objective is to continuously improve the business performance and visual brand appeal of its 

clientele. 

As an international team operating in Japan, MarchForth is uniquely positioned to deliver global creative strategies for our domestic clients 

while offering key assistance to overseas companies looking to enter and succeed in this challenging marketplace.

Company Profile.
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マ ー チフォース・インターナショナル は 、eビジ ネス に お けるお 客 様 の パフォー マンスとビジュア ル・ブ ランドイメージ を 効 果 的 に

向上させるサービスを提供するコンサルティング会社です。

日本におけるインターナショナル企業として、長年の経験とユニークな地位を確立した私たちマーチフォースチームは、グローバルな

観 点 から、国 内 企 業 の み ならず 、日 本 進 出をお 考えの 様 々な 海 外 企 業 が 、日 本という難しい マーケットで確 実 な 成 功をつ か む 為 の

お手伝いをいたします。



At MarchForth, brand strategy means planning with a purpose.  It means going beyond visual identity and infusing brand strategy into the 

heart of your business, so that everything you do becomes a means to reach your goal.  We want to hear your business’ story.  We want to 

understand where you are today and where it is you want to go.  The brand strategy we develop is the blueprint that delivers real and lasting 

results.  And, as your plan unfolds, we’ll also monitor its progress with you, helping to modify it to reflect changes to our globalized economy.

Strategic Consultancy.
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私たちに御社のビジネス・ストーリーを聞かせていただけませんか？

御社が今どのようなポジションに立っておられるのか、そしてどこを目指していらっしゃるのか教えていただけませんか？

私 たちがご 提 案するブランド戦 略は 、長 期に わ たって御 社に 真 の 利 益をもたらす青 写 真となります。一 旦 、その 戦 略が 実 施され れば

私たちは御社のブランドが成長していく過程を、御社と共に検証し、常にグローバル経済の変化に対応するよう、戦略に改良を加えていきます。



eBusiness Solutions.
The use of Internet-based technologies to help improve the productivity, profitability and performance of a business.

As the Web continues to evolve, increasing numbers of organizations are adopting Internet technologies to help improve their productivity, 

profitability and performance at every level of business.  No longer merely a place for corporate identity and contact information, the Web is 

fast becoming the virtual space in which business as a whole is carried out. 

At MarchForth, we prepare our clients for this always-open-available-anywhere environment and show them how to maximize both the 

strategic and operational benefits eBusiness has to offer.  The MarchForth eBusiness Framework and its family of components perform like 

a reliable engine, perpetually powering your business ahead.  Take command of your online content, unify internal operations with efficient 

online collaboration, interpret Web traffic effectively, and start selling to an infinite customer base with quality eCommerce solutions.

eBusiness Solutions.
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The MarchForth eBusiness Framework

マーチフォースのeビジネスフレームワーク

eビジネス・ソリューション 
インターネットの技術を用いた、生産性、収益性、ビジネスパフォーマンスの改善

現 在 、より多くの 組 織 がインターネット技 術を導 入することで、ビジネスにおける生 産 性 や 収 益 性 、パフォーマンス能 力を高 めようと

試 みています。もは やウェブ は 企 業 のコー ポレート・アイデンティティや 問 合 せ 先を 掲 載するた め だ け のスペ ースでは なく、全ての

ビジネスがその中で行われてしまうほどの空間に成長しました。

マーチフォースでは、この「いつでもオープン」、「どこでもアクセス可能」なウェブ環境をご用意し、戦略面と運用面の両方で、いかなる効果と

利益を生み出せるのかをご提示いたします。マーチフォースのeビジネスフレームワークとそのコンポーネントが、まるで高性能のエンジン

のように、御社のオンライン・コンテンツをコントロールし、効率的に社内のオペレーションを統一します。さらに、効果的なウェブトラフィック

の分析と最新のeコマースソリューションにより、世界中のお客様をターゲットにすることで、絶え間なく御社のビジネスを前進させ続けます。



Move your audience, attract your customers.  Connect with a splash of colour.  Engage and interact with a high degree of emotion and 

impact.  MarchForth’s creative teams are international in flavour and in scope, translating the passion you feel for your business to a global 

audience with a sophisticated blend of motion, music and style.

Our custom website design process is MarchForth’s pioneering service, the foundation we built our reputation upon for top quality brand 

identity, eBusiness performance and support execution.   Ultimately our creative media service represents so much more than a well crafted 

logo or an attractive website; it’s a message – a clear and meaningful message delivered by the most efficient means available.

Creative Media.
“Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions.”

Albert Einstein
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Custom Website Design

Corporate Identity

Multimedia & Video Productions

3D Virtual Environments

Photo Shoots

Translation & Copywriting

Mobile Applications

「イマジネーションがすべてじゃよ。想像は、これから人生で起こる面白いことを頭の中に見せてくれるからのぉ。」

アルベルト・アインシュタイン

さぁ、観客を感動させましょう！　お客様を魅了しましょう！　きらめく色の彩りと戯れましょう！

マーチフォースのクリエイティブ集団は、国際的感性と思考力を持っています。私たちは、御社が御社のビジネスに対して抱く情熱を

洗練されたスタイル、映像、音楽によって創造し、世界中のお客様に伝えていきたいと願っております。

私たちは、『ウェブサイトのカスタムデザイン』という最も得意とするサービスを自らのビジネスの基盤とし、その上に、高い評価の山を築き

上げてきました。マーチフォースが創り出したブランドアイデンティティや、構築したeビジネス環境、そして提供したサポートサービスは

そのどれもが最高のクオリティであると、お客様から高い評価をいただいております。私たちが提供するのは、単なるロゴやウェブサイトの

制作だけではありません。それよりもはるかにもっと大きなものです。それは、最も効果的な方法で表現される明確で深い意味を持つ

メッセージです。

_ ウェブサイトのカスタムデザイン

_ コーポレートアイデンティティの創出

_ マルチメディア＆ビデオ制作

_ 3次元バーチャル環境

_フォト撮影

_ 翻訳＆コピーライティング

_ モバイルアプリケーション



Portfolio.



At MarchForth International, we pride ourselves on the long-term commitment we make to each and every one of our clients.  In addition 

to helping you run your business, our team is there to help you grow and cultivate it, providing dynamic support on both a technical and a 

strategic level.  We look forward to getting to know you and your business today.

Dedicated Support.
“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

John F. Kennedy
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_ 戦略コンサルティング

_ ウェブサイトの運営・管理

_ CMSソリューション

_ SEO  （サーチエンジン最適化）

_ オンラインマーケティング/ソーシャルメディア(SNS)

_ トラフィックデータの解析

Strategic Consulting

Website Maintenance 

Content Management Solutions

Search Engine Optimization

Online Marketing/Social Media

Web Traffic Data Analysis (Analytics)

「『変化』は、人生の法則です。過去と現在しか見ようとしない人は、きっと未来を見失うことでしょう。」

ジョン・F・ケネディ
マーチフォース・インターナショナルは、すべてのお客様に対して、長期的なお付き合いをさせていただくことを誇りに思っています。

私たちのチームは、単にビジネスの運営をお手伝いをするだけではありません。御社のビジネスを育み、耕していくために、技術面と

戦 略 面 の 両 方でダイナミックな サ ポ ートをご 提 供 い たします。私 たちは 、御 社と、御 社 の 今 日 のビジ ネスに お 目 に か か れることを

心から楽しみにしております。
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三井物産株式会社
日産自動車株式会社
株式会社パソナ
キャピタル・サービス・グループ
三幸エステート株式会社
日立インターメディックス株式会社
株式会社リコー
ユニマットキャラバン株式会社
スカンジナビア政府観光協会
青山学院大学
株式会社イー・アクセス
株式会社インターオフィス
株式会社エクスチェンジコーポレーション
ユニークジャパン
Gerson Lehrman Group
株式会社アルテ サロン ホールディングス
Jemella Australia Pty Ltd.
株式会社キディランド
Notting Hill Cakes
レデックス
株式会社モバイルキャスト
パナソニック映像株式会社
テイラー・ラファティー株式会社
株式会社ビーアイジーグループ
R&Kパートナーズ
株式会社 Izanami
キュードス
インターアジア・コンサルティンググループ
kono designs llc
Para Impacto Co. Japan Ltd.
株式会社TBWAジャパン・イーグラフィックス・カンパニー
インターナショナル・バンカー・サービス株式会社
アドマイア・インベスターズ株式会社
エスカレーターハンドレール
株式会社 systemsGo
Diama Co., Ltd.
日本マリン株式会社
有限会社カークウッド・キャピタル・アドバイザーズ
株式会社オプティアパートナーズ
Café Daisy
株式会社オライアン
Real Grooves
株式会社ビデオプロモーション
クローレ
ケーブルテレビショー

Clients.
Mitsui & Co., Ltd.
Nissan Motor Co., Ltd.
Pasona Inc.
Capital Services Group
Sanko Estate Co., Ltd.
Hitachi Intermedix Co., Ltd.
Ricoh Co., Ltd.
Unimat Offisco Corporation
Scandinavian Tourist Board
Aoyama Gakuin University
eAccess Ltd.
interoffice Inc.
Exchange Corporation K.K.
Unique Japan
Gerson Lehrman Group
Arte Salon Holdings Inc.
Jemella Australia Pty Ltd.
Kiddy Land Co., Ltd.
Notting Hill Cakes
Reddex Limited
Mobilecast Incorporation
Panasonic Visuals, Inc.
Taylor Rafferty
BIG Group Co., Ltd.
R&K Partners Co., Ltd.
The Izanami Initiative
Kudos Co., Ltd.
InterAsia Consulting Group
kono designs llc
Para Impacto Co. Japan Ltd.
e-Graphics Co., Ltd.
International Bunker Services K.K.
Admire Investors Co., Ltd.
Escalator Handrail Company Inc.
systemsGo Corporation
Diama Co., Ltd.
Nihon Marine Co., Ltd.
Kirkwood Capital Advisors Y.K.
Optia Partners K.K.
Café Daisy
Orion Co., Ltd.
Real Grooves
Video Promotions Co., Ltd.
Chlole Limited
Japan Cable TV & Telecommunications Show 18



Hej då!

MarchForth International Limited

/ JAPAN

〒 153-0051

東京都目黒区上目黒 2-44-24-6F

Kamimeguro 2-44-24-6F

Meguro-ku, Tokyo, 153-0051 Japan

 

TEL. 03 6807 2790

FAX. 03 6807 2791

tokyo@marchforth.com

/ SINGAPORE

360 Orchard Road

International Building #06-05

Singapore 238869

TEL. +65 6838 1350

FAX. +65 6826 4244

singapore@marchforth.com



www.marchforth.com


