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Create and Produce 
Special Licensed Products

Obtain Content IP　                           
Merchandising Right

One Stop Solution
        　to Publish Licensed Products of Japanese Anime, Games

From Negotiating with copyright holders to Manufacturing products

With us, you can easily create licensed products of Japanese content IP for your business. 

How to Process : We handle the Entire Process

Stimulate your business with Japanese Anime Characters

We are a group of content IP professionals, the majority of whom have backgrounds in the advertising industry. 
By leveraging content IP as well as branding and promotions, we assist you in developing excellent products and 
attracting customers. 

1 to 2-week period 2 to 6-months period (Depending on the context of illustrations and products)

Have 
Meetings with Client 

 
to get your ideas,

 needs, and expectations

Propose suitable
 Characters 

  
for your collaboration, 

including price estimates

Obtain 
License agreement

  
Negotiate with copyright holders 

regarding fees and conditions

Produce 
Your Products 

 
using the illustrations

Create 
illustrations

  
Special illustrations of the 

characters for your products

Edith Co., Ltd.
https://edith.co.jp/
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Special products sold only by your company are considered premium and can attract customers from all over the world.
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アニメキャラクターのオリジナルグッズを作成するための
ワンストップ ソリューション

難しい版権元との交渉から製造まで、すべてイーディスが担当します。

面倒な手間なしでオリジナルイラストを活用した御社オリジナルのグッズ製作が可能に

How to Process

IP（版権取得）+ オリジナルグッズ製作

御社でしか手に入らない「オリジナル製品」は、各国からのファンを集め、高い集客効果が期待できます。

日本アニメのオリジナルグッズでお店を活性化しませんか
　

我々は広告代理店出身者が中心の組織で、IP （版権）活用のプロ集団です。
IP 活用にとどまらず、ブランディングやプロモーションなど駆使し、より良いグッズとなるよう共に
動き、集客アップに貢献します。

ヒアリングから 1 ～ 2 週間でご提案差し上げます。 イラスト・グッズ製作の内容により 2 ～ 6 か月程度かかります。

キャラクター提案 許諾調整 グッズ製作イラスト作成ヒアリング
まずは御社のご希望を

お聞かせください
コラボするIPのご提案

見積もり調整
版権元に、描き下ろし
イラストの発注や経済
条件の調整を行います

オリジナルイラストを活用し、
様々なグッズを製作します。

御社オリジナルの
描きおろしイラストを作成

株式会社イーディス
https://edith.co.jp/
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サンプル︓【上部】オリジナルグッズ例　【下部】オリジナルイラスト例
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