
パブリックアート 撮影
公共スペースに設置された彫刻、絵画から
公園案内表示、車止め、ベンチ、柵などの
撮影を行う。 それらを用いてパンフレット
を弊社にて制作。

ファッションカタロクグ表紙用 撮影
看板に連動したチラシを制作。 配布するこ
とにより、店舗の場所を認識し、明確なイ
メージを持っていただくために大切なツー
ル。

ホテルバーカウンターの
カクテルグラス 撮影
ホテルバーカウンターに相応しい優雅なカ
クテルグラス。

ホテル案内看板用 撮影
ホテル内レストランとホテル外観を撮影。 
駅構内電飾看板を制作しました ホテルロ
ゴ、レストランロゴ、案内カタログも弊社
にて制作。

ニットファッションカタログ用 撮影
ファッションカタログ用の撮影。 イメージ
写真からモデル撮影まで行い、カタログ 
も弊社にて制作。

キタキツネ 撮影
北海道にある会員制リゾート施設の撮影の
一環。 施設周辺の環境紹介用にさまざまな
シーンを撮影。 タイミングよく現れたキタ
キツネがうまく収まった。

カー用品 パッケージ 撮影
弊社デザインのパッケージをカタログ用に
撮影

割烹旅館の和食料理 撮影
地元の素材を活かした自慢の懐石料理。



ホテル内客室 撮影 2
ホテル内客室の心和むプライベート空間。

ホテル入り口夜景 撮影
ライトアップによりホテル入り口の高級感
を演出。

マンション 撮影
マンション外観からイメージ写真、内装ま
でを撮影。 弊社にて案内パンフレットを制
作。

リゾート施設ラウンジ 撮影
北欧デザインのモダンなストーブを囲むく
つろぎのラウンジ。

ホテル内客室 撮影 1
ホテル内客室の落ち着いたインテリア。

ホテル客室コーナー 撮影
ホテル内客室のくつろぎのコーナー

ホテル内レストラン 撮影
落ち着いた温かみのあるライティングによ
り、居心地の良いレストランを演出。

ホテル内宴会場 撮影
ホテル内宴会場の華麗なセッティング。



リゾート施設入り口外観 撮影
北海道原野にある大規模リゾート施設入り
口。

リゾート施設施設付近の景観 撮影
リゾート施設周辺の神秘的な景観。

越後の地酒「越の宝田」 撮影
ロゴマーク、パッケージの企画、実製作ま
でてがける。 写真は自社スタジオにて。

学校案内看板用 撮影
学校看板のためのモデルを撮影。 この他、
学校案内用に教室風景、学校設備、教職員、
その他のイメージ写真も撮影。 また、看板
中央の学校の校章も弊社制作。

リゾート施設内
サンルームレストラン 撮影
目の前に広がる原生林を眺められる明るい 
サンルームレストラン。

リゾート施設ロビー 撮影
大自然の中に浸るリゾート施設のロビーエ
ントランス。

リゾート施設外観 撮影
北海道原生林の中にたたずむリゾート施設
の外観夜景。

リゾート施設周辺の至福の釣り人
撮影
リゾート施設近くの釣り場スポットを紹
介。



研究所 撮影
会社案内用撮影を実施。

広告用ゴルフボール 撮影 1
雑誌広告用ゴロフボールの撮影。 ロゴ、
パッケージデザインも弊社制作。

広告用ゴルフボール 撮影 2
雑誌広告用に新製品ゴルフボールを撮影。 
ロゴ、パッケージデザインも弊社にて制作。

広告用ゴルフボール 撮影 3
雑誌広告用に新製品ゴルフボールを撮影。 
ロゴ、パッケージデザインも弊社にて制作。

機械関連企業会社案内用 撮影
会社外観から、技術者の撮影までをてがけ、
デザイン、印刷までを行いました。

割烹旅館の刺身盛り合わせ 撮影
新鮮な素材を活き活きと表現。

割烹旅館の和食コース料理 撮影
旬の素材を活かした人気の懐石料理。

オフィス家具メーカー
カタログ用 撮影
オフィス家具メーカー様のカタログを企
画、デザイン、撮影、印刷までを弊社にて
一貫して行いました。



和風旅館の坪庭
和の趣を醸し出す蹲と灯籠。

和風旅館大浴場
総ひのき作りの湯船の雰囲気が旅館のイ
メージをアップ。

会員制高級バラのカタログ用 撮影
ロゴマークからパッケージ、カタログまで
弊社にて制作。 カタログ用のバラの撮影も
自社にて行いました。

高級仕出し弁当カタログ 撮影
表紙イメージ写真、各種弁当の写真を自社
スタジオにて撮影。 デザイン、印刷まで弊
社にて制作。

新しいカタチの米屋 撮影
ロゴマーク、パッケージ、店舗看板、店員
制服、配達用車両、販売方法にいたるまで
弊社にて行った。 パッケージの写真撮影は
自社スタジオにで。 右は店舗写真、さまざ
まな雑誌に掲載された。

老舗割烹旅館案内看板用 撮影
老舗旅館案内カタログ、看板等用の撮影を
実施。 イメージ写真、外観、料理、宴会場、
大浴場など撮影。 看板、カタログデザイン、
制作まで行いました。

おしゃれな和菓子でくつろぐティータイ
ム。

和のスイーツ 撮影

少年サッカーチーム ユニフォーム
憧れのチームユニフォームを目指して制
作。背番号の数字までオリジナルデザイン
にこだわった。子供だけでなく、親にも大
人気のユニフォーム。



赤ちゃんお薬専用スプーン イラスト
赤ちゃんのお薬専用スプーン「らくらく
こっくん」のイラスト。 商品ロゴ、パッケー
ジ、イラスト、販促用チラシなどトータル
に制作。

おやすみ
ミニカード

LINE スタンプ
「乾杯 !」

LINE スタンプ
「忙しい !!」

車用品雑貨店 キャラクター
店舗商品、LINE スタンプなどに展開。

赤ちゃんお薬専用スプーン 
イラスト2
赤ちゃんお薬専用スプーン「らくらくこっ
くん」イラストの展開。

社団法人キャラクター「全日うさぎ」
のぼり、店頭シール、バナー、うちわ、ぬ
いぐるみ他に展開。展開例は「サービス一
覧」の「イベント・キャンペーン」ノジャ
ンルをご覧ください。

少年サッカーチーム、
ロゴキャラクター
ユニフォーム、Ｔシャツ、バッグ、フラッグ、
シール等に展開。



オリジナルイラスト「アニマルズ」
カード、マイバッグ、シール、うちわ等に
展開

オリジナルイラスト「ポチ包み」
新しい挨拶のカタチ「ポチ包み」を提案。 
すべてオリジナルイラスト。

ガンバレ　ガンバレ
ミニカード

思い出
ミニカード

Happy Birthday
誕生日用ミニカード

オリジナルイラスト「アニマルズ」
カード、マイバッグ、シール、うちわ等に
展開

オリジナルイラスト「アニマルズ」
カード、マイバッグ、シール、うちわ等に
展開

オリジナルイラストの提案
「マイキャラ」
イベント会場で人気の「マイキャラ」。 ピ
ンバッジ、ストラップ、キーホルダー、Ｔ
シャツ等楽しい展開が満載。



Have a good summer
ミニカード

占いイラスト 人物編1
女性に人気の占いイラスト。 イメージの広
がりを大切にして制作。

占いイラスト 人物編2
女性に人気の占いイラスト。 イメージの広
がりを大切にして制作。

オリジナルイラスト　エコバッグ
気分に合わせて選ぼう！毎日のエコバッ
グ。 小ロットより制作を承ります。

オリジナルイラスト　エコバッグ2
この他にも可愛いイラストを豊富に取り揃
えております。

オリジナルイラスト　エコバッグ3
楽しくなるエコバッグ、制作承ります。

占いイラスト 人物編3
女性に人気の占いイラスト。 イメージの広
がりを大切にして制作。

夢見がち
ミニカード



オリジナルうちわ1
メッセージが書けるオリジナルうちわ。 裏
面広告、名入れ等承ります。

アレ？
ミニカード

オリジナルイラスト「星座」
バッヂ、シール、はんこ、マイバッグ等に
展開。

イラストあれこれ
想像が広がるイラストでさまざまなシーン
を楽しむ。

オリジナルイラスト「星座」2
バッヂ、シール、はんこ、マイバッグ等に
展開。

オリジナルうちわ2
メッセージが書けるオリジナルうちわ。 裏
面広告、名入れ等承ります。

オリジナルうちわ3
メッセージが書けるオリジナルうちわ。 裏
面広告、名入れ等、承ります。

「あせらない　あせらない」
ミニカード
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