株式会社ステディスタディ 株式会社サニーサイドアップグループへの参画のお知らせ
*English follows

このたび、ファッション、ライフスタイルブランドの PR・マーケティング・イベント事
業等を展開する株式会社ステディスタディ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉田瑞代、
以下ステディスタディ）は、マーケティング・コミュニケーション事業等を展開する株式会
社サニーサイドアップの持株会社である、株式会社サニーサイドアップグループ（本社：東
京都渋谷区、代表取締役社長：次原悦子、以下：SSUG）へ当社の株式を譲渡し、SSUG へ
参画することをお知らせいたします。
ステディスタディは、2000 年よりファッション・ライフスタイルブランドの PR を代行
するアタッシェ・ドゥ・プレスとしてスタートし、国内外での PR・マーケティング事業を
幅広く展開しております。グローバルにおけるネットワーク、ブランディング分野での提案
力を強みに成長してまいりました。そして創業 20 周年を迎える本年、より発展した PR・
マーケティング会社へと成長すべく、多種多様なマーケティング・コンテンツ開発事業を手
がける SSUG への参画を決定いたしました。
この度の参画で、株式会社サニーサイドアップグループの代表取締役副社長 渡邊 徳人
を新たに弊社代表取締役副社長として迎え、また同時に岡本慶美、石川亜耶、大竹貴也の 3
名が執行役員に就任する予定です。
SSUG への参画を通して、更なる社内体制の強化を図り、より一層の事業発展を目指して
参ります。ご愛顧頂いているお取引先様、メディアの皆様とのご縁を大切に、引き続き PR・
マーケティングを通じ市場発展に貢献していく所存でございます。今後ともご支援のほど
よろしくお願いいたします。

令和 2 年 1 月 27 日
株式会社ステディスタディ
代表取締役社長
吉田 瑞代

【株式会社サニーサイドアップグループ 会社概要】
名

称：株式会社サニーサイドアップグループ

設

立：1985 年 7 月 1 日

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷 4―23―5 JPR 千駄ヶ谷ビル
代表者 ：代表取締役社長

次原悦子

資本金 ：5 億 4776 万円 ※2020 年 1 月 1 日現在
事業内容：グルーブ会社の経営管理など
URL

：https://ssug.co.jp/

【株式会社ステディスタディ会社概要】
名

称：株式会社ステディスタディ

設

立：2000 年 3 月 10 日

所在地 ：東京都渋谷区神宮前 5－46－16 イルチェントロ 3F
代表者 ：代表取締役 吉田瑞代
資本金 ：1000 万円
事業内容：PR 代理業・コンサルティング業・イベントの企画運営・マーケティング戦略立
案・クリエイター、アーティストのマネジメント業他
URL

：http://www.steady-study.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ステディスタディ
Tel: 03-5469-7110
e-mail: corporate@steady-study.co.jp

Steady Study ltd. joins SUNNY SIDE UP GROUP.
We are pleased to announce that Steady Study ltd. (President: Mizuyo Yoshida); strategic
communications and PR consultancy for fashion and lifestyle brands, joins SUNNY SIDE UP GROUP
INC. (President: Etsuko Tsugihara, hereafter referred as "SSUG") the holding company of SUNNY SIDE
UP INC. which is engaged in PR and marketing communication business.
Steady Study; just marked its 20th anniversary this year, established its business as an Attaché de
Press in 2000 and has been developing its business as a consultancy of PR and marketing for global
clients. To further improve and enhance its service to clients as the strategic communications expert,
we are pleased to announce our decision to join SSUG, which will give us a great opportunity to
expand at higher scale of business development; providing great variety of PR and marketing services,
further leveraging the group wide strengths of SSUG including various marketing and strategic
content development.
Our board named Norihito Watanabe (Senior Vice President of SSUG) as Executive Vice President,
Yoshimi Okamoto, Aya Ishikawa and Atsuya Otake as Executive Officer.
We will further strengthen our organization and business; and continue to appreciate and collaborate
with our clients as well as to contribute our services to the market.
Sincerely,
MIZUYO YOSHIDA
CEO, Steady Study Ltd.
January 27th, 2020

■ About SUNNY SIDE UP GROUP INC.
SUNNY SIDE UP GROUP INC.
Established

：July 1, 1985

Address

：JPR Sendagaya Building, 4-23-5 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo

Representative

：President, Etsuko Tsugihara

Capital

：¥547,760,000.- ※as of January 1, 2020

Service

：Business administration of the group companies

URL

：https://ssug.co.jp/

■ About Steady Study Ltd.
Steady Study Ltd.
Established

：March 10, 2000

Address

：IL CENTRO 3F, 5-46-16, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo

Representative

：President/CEO, Mizuyo Yoshida

Capital

：¥10,000,000.-

Service

：AD Planning, Event Planning, Market Research / Strategy Planning, Consulting,
Artist Management

URL

：http://www.steady-study.co.jp/

【Inquiry for this announcement】
Steady Study Ltd.
Tel: 03-5469-7110
e-mail: corporate@steady-study.co.jp

