
アートネットワーク企画会社
会社案内
企業コンセプトをわかりやすく伝えるコ
ピーワークに加えて、ビジュアルはシンボ
ルマークを効果的に使用することで、企業
イメージアップに貢献。ホルダー形式の見
やすく、応用のきく営業ツール。

コンピューターシステム会社
会社案内
企業価値を最大限にアピールすべく、各業
務分野の特徴を、自然素材をモチーフとし
て表現。
「信頼のおける上質な企業」のイメージを
形成。

スイス時計メーカー 会社案内
既に高級イメージが確立されているスイス
時計メーカーの中でも、特に個性的な企業
としてのイメージを表現するため、企業理
念と製品紹介を２冊のセットにして、斬新
なデザインに仕上げる。

高級フェイクフラワー製造会社
会社案内
装飾用高級フェイクフラワーのメーカーに
ふさわしい華やかなデザイン仕様。
商品使用状況を紹介するためにホテル、レ
ストラン、クラブハウスなどでロケーショ
ン撮影。

社団法人 施設案内
公共性の強い社団法人の施設活用を促すた
め、商業施設に負けない魅力的な装丁を施
し、保存価値のある印刷物に仕上げる。社
団法人全体のイメージアップと、加入促進
に非常な効果を上げる。

エステサロン リーフレット
パリに本店をおく高級エステサロンにふさ
わしく、グレードの高さをデザインで表現。
ポスターも同時に制作。

おせち料理キャンペーン
パンフレット
一品一品の説明を記したおせち料理のパン
フレットを制作。 撮影に関しても、弊社カ
メラマンが自社スタジオで キメ細かく対
応し、喜ばれました。

日本橋老舗ホテル 営業案内
創業１００年以上、四世代にわたる経営者
のサービス精神を各時代のエピソードを通
して紹介。読み物としても魅力ある内容に
編集、インターネットを通じて希望者に配
布することにより、ホテルの集客アップに
貢献。



農園の四季 カレンダー
都内でも珍しい「循環型農業」を実践する
農園のカレンダー制作。

出張美容室 パンフレット
美容師が、訪問先で美容技術を提供するた
めの、独自の携帯式シャンプー椅子をラ
ガッツオにて開発。製造、販売、PRまで
実施。

医師がすすめるサプリメント
リーフレット
ボトルラベルから、リーフレット、ポスター
までトータルにデザイン。

24時間受付 葬儀社 リーフレット
ネットでの受付も可能な、新しいタイプ葬
儀社。

足つぼ療法治療院 リーフレット
運動負荷が蓄積しやすい女性アスリート向
けの治療院。

漢方クリニック 紹介ツール
医院ガラス面サイン・屋外看板・薬袋・診
察券・案内カタログその他

無料デジカメプリントサービス
案内パンフレット
広告掲載による無料のデジカメプリント
サービスの案内パンフレットを制作。 ネー
ミング「タダッチ」、キャラクター（キリン）、
キャッチコピーを制作。 店舗用バナーやの
ぼりにも展開した。

赤ちゃんお薬専用スプーン「らくらくこっ
くん」の販促用チラシ。 商品ロゴ、赤ちゃ
んのイラスト、パッケージ等も弊社にて制
作。

赤ちゃんお薬専用スプーン チラシ



オフィスビル紹介パンフレット
快適なビジネス環境を提供するスタイリッ
シュなオフィスビルの紹介パンフレット。 
洗練された独自色を打ち出すことにより、
多くの不動産広告に埋没しないことと信頼
感を重視したデザインを心がけた。

キッズスポーツクラブ
会社案内パンフレット
スポーツを通じて子育てに貢献するキッズ
スポーツクラブの会社案内を制作。全国展
開中。

ギネス オリジナルカレンダー
タータンチェックの布地をベースに、ギネ
スのラベルが月めくりになっている。 個性
派好みのギネスらしいものに仕上げた。

スタイリッシュな美容室
パンフレット
キッズからシニアまで、お客様のご要望を
満足させる スペシャリストをご紹介。集
客アップに貢献。

スパリゾート地の
新しい過ごし方提案パンフレット
スパリゾートホテルの過ごし方を提案。 今
までにない新しい感覚のパンフレットをデ
ザイン。 ロゴマークも制作。

スパリゾートパンフレット
シーズン別表紙
自然の中で過ごすスパリゾートならではの
表紙をデザイン。 シーズンごとのカラーも
提案。

スパリゾート地の
新しい過ごし方提案パンフレット2
スパリゾートホテルの過ごし方提案のバリ
エーション。今までにない新しい感覚のパ
ンフレットをデザイン。ロゴマークも制作。

テレコミュニケーション事業案内
パンフレット
事業拡張に伴うパンフレットを制作。 テレ
コミュニケーションサービスをグラフやイ
ラストを用いて、分かりやすく説明。 デザ
インから印刷まで実施。



トータルケアシャンプー
三つ折パンフレット
頭髪から全身まで洗える極めて室の高い
シャンプー。「ＰＯＣＥＬＹ」のネーミン
グから、ロゴ、パッケージ、販促物までトー
タルに企画、デザイン制作。 写真は三つ折
パンフレット。商品の優れた品質をしっか
りと伝えることを重視して制作。

ニットファッションブランド
カタログ
撮影の場所にも興味が湧くよう、その周辺
の話題を盛り込み、読んも楽しいカタログ
に仕上げた。企画、デザイン、撮影、コピー
等すべて弊社にて対応。

ニットファッションブランド
カタログ 中ページ
左部掲載の「ニットファッションブランド
カタログの中ページ。 撮影、コピーも制作。

ネイルサロン ミニパンフレット
小さくても目にとまる、かわいく綺麗なデ
ザインのパンフレット。 顧客獲得に威力を
発揮。

ファストフード店デリバリー
メニュー パンフレット制作
ニューヨーク生まれのスタイリッシュな
「チキンオーバーライス」店のデリバリー
メニューを制作。この他、店頭サイン、メ
ニュー、大型ポスター等トータルに企画、
デザイン制作。

「パ・ドゥ・リオン」
紹介パンフレット
商品のこだわりの色、スタイルの豊富さを
紹介するパンフレット。ロゴマークをカ
ラーバリエーションとして表示したユニー
クなデザイン。

ファッションショー
案内リーフレット
著名なデザイナーのファッションに対する
思いや、楽しいエピソードなども加え、読
み物としても興味深いリーフレットを制
作。 この他、プログラム、招待状、記念品
等まで展開。

プライベートネイルサロン
リーフレット
完全予約制でお客様はおしゃれなサロンを
独占。 リッチなプライベート空間をイメー
ジさせるデザイン。



プロモーションデザイン会社
案内パンフレット
インパクトのあるカラーとロゴマークをデ
ザイン。 プロモーション業務の活力をイ
メージし、営業に役立つツールに仕上げた。

ヘンプ（麻）製品 紹介パンフレット
産業用ヘンプ（麻）を活用したさまざまな
製品を紹介するパンフレットを制作。 全体
企画からブランドロゴ、コピー、商品撮影
も制作。 地球にも人にもやさしいブランド
をトータルイメージでアピール。 

ホテル創業115年記念誌
伝統あるホテルにふさわしく、界隈の歴史
をひもとく内容で企画。 読み物としても充
分楽しんでいただけるように、資料収集に
も力をいれ、しっかりとした構成に編集。 

リフォーム会社案内パンフレット
賃貸経営のオーナー向けに、きめの細かい
対応を分かり易く解説。イラストを効果的
に配し、事業拡大に効果を発揮。

欧州老舗馬具「ビューラー社」
パーティー招待状
欧州の老舗馬具屋として有名な「ビュー
ラー社」の日本支店開設にあっての記念
パーティー招待状を制作。 商品パッケー
ジ、DM等に展開。

医療サービス機関 案内パンフレット
今や医療もサービスが重要な時代。 
親しみやすさと、信頼感をデザインで表現。

家具メーカー 会社案内
大手家具メーカーの会社案内を企画から制
作。 写真撮影、インタビュー記事、コピー
等にも対応。 一方的にメッセージを発信す
るのではなく、会社理念等もインタビュー
形式でさりげなく伝えた。読み手を意識し
た企画。 

家具メーカー会社案内 中ページ
左部掲載の「家具メーカー会社案内」の中
ページ。 信頼感、清潔感をイメージできる
ような、すっきりとしたデザイン。



金融ソフト開発 コンピュータ会社 
会社案内
金融ソフト分野で信頼を得ている、大手米
国コンピューター会社の、日本における顧
客開拓ツールを企画、制作。 インパクトの
あるキャッチコピーをロゴタイプ化。2色
印刷ながら、独特のクオリティーを実現。

経営コンサルタント
会社案内カタログ
企業を活性化し、株式上場につなげる有益
な情報満載の会社案内を制作。

玄米麺紹介チラシ
新開発の玄米を使った面を紹介するチラ
シ。 ネーミング、個装パッケージ、ギフト
用パッケージ、も弊社にて制作。

光触媒による室内コーティング
サービス会社 カタログ
安心、安全を重視した会社理念を明確にイ
メージできるデザインのした。 イラスト、
図解等を使用して素材説明、施工例をわか
りやすく説明。

酵素飲料 パンフレット
健康飲料の中でも人気の高い酵素飲料のパ
ンフレットを制作。 ロゴマーク、パッケー
ジデザインも弊社にて制作。

講座修了証書 デザイン
歯科医師対象の高度な技術講座を修了した
受講生に授与される、価値ある証書を制作。 

高級仕出し弁当 カタログ
銀座の高級仕出し弁当「萌黄亭」カタログ。 
カタログ内弁当、表紙イメージ写真を弊社 
にて撮影を実施。 美味しさと高級感を一目
で感じられるデザイン を目指して制作。

高級美容石鹸 パンフレット
栗皮の渋を練りこんだ高級美容石鹸「渋の
美」のパンフレットを制作。企画、デザイ
ンから印刷まで対応。



国産鶏肉生産会社 会社案内
国産鶏肉の「安心・安全・おいしい」をお
届けする、 優良企業の会社案内。 シンボル
マークデザインから、各種制作物をトータ
ルにデザイン。

骨格診断から行う歯科治療医院の
リーフレットデザイン制作
部分的な歯の治療では無く、ひとり一人の
骨格診断を基に診療を行う歯科医院のリー
フレットを制作。 人生を快適に過ごすため
の正しい歯科治療というメッセージを発
信。 コンセプト作成から、PRツールまで
トータルに制作。

歯科医院向け
「インプラントケア手帳」
インプラント製作会社が歯科医院向けに配
布する「インプラントケア手帳」を企画、
デザイン、制作。 イラストを用いて、わか
りやすくケアの説明をするとともに、安心、
信頼感を PR。

社会保険労務士事務所
案内パンフレット
顧客向けの案内パンフレットを制作。 わか
りやすく信頼感のある、スマートなデザイ
ンに。

少年野球クラブ
案内パンフレット
野球を通じて子供の自立を促す、キッズス
ポーツクラブの案内パンフレットを制作。

少年サッカークラブ
案内パンフレット
サッカーを通じて、子供の自立を促す全国
ネットのキッズスポーツクラブの案内パン
フレットを制作。

総合エンターテイメント事業
展開企業の会社案内
幅広い業務内容をわかりやすく紹介するた
めに、各ジャンルごとにテーマカラーを決
め、識別しやすくした。 眺めるだけで楽し
く興味を持っていただけるようなチャート
や写真、イラストを取り入れ、カラフルで
ありながら全体の統一感を重視。

大型オフィスビル
テナント募集用パンフレット
交通の便、環境も優れた大型オフィスビル
の付加価値を、最大限に引き出すビジュア
ル表現。 その結果、配布後短期間での契約
成立に貢献。



通信ソフト開発会社 会社案内
ビジネスチャンスを逃さずキャッチする製
品特性をアピール。企業理念であるスピー
ディーな対応、双方向通信による信頼感を
伝えることに成功。

通販カタログ 企画、デザイン
ネット通販での対応が難しいシニア顧客層
へ向けて制作。 商品をわかりやすく丁寧に
説明し、信頼感を持っていただけるように
心がけた。

東急コミュニティー 会社案内
会社案内でありながら、魅力あるシステム
の紹介等を盛り込み、営業ツールとしても
多大に貢献。

特選鳥料理店パンフレット、他
こだわりの鳥料理店「鳥八」のロゴマーク
制作と同時にパンフレットを制作。 またロ
ゴを活かしたコースター、ショップカード、
看板等もトータルで実製作。

日本環境機材「パブリックアート」
パンフレット
公園のベンチ、くずかご、案内サイン、水
のみ場、車止め、花壇、街路樹周りの柵な
どのパブリックアートを企画、制作。その
紹介パンフレット。

日本ウェブデザイナー協会の
認定証カバー制作
日本ウェブデザイナー協会の認定証のカ
バーをデザイン、実制作。 品格ある印象を
大切に、見た目だけでなく手触りや細部に
までこだわって制作。

日本品質保証協会認定証1
財団法人 日本品質保証機構の認定証にふ
さわしい格調と権威あるデザインを意図し
て制作。

日本品質保証協会認定証2
財団法人　日本品質保証機構の認定証にふ
さわしい格調と、権威あるデザインを意図
として制作。



美容エステサロンリーフレット
銀座の高級美容エステサロンの落ち着いた
雰囲気を出すため、シックなデザインに。

米コンピューターソフト会社
イベント招待状、他
米コンピューターソフト会社が開催した
アートイベントの招待状、チケット、封筒
のデザイン。 ポスターも制作。

木造注文住宅「alivio」  カタログ
施主様の期待以上の住宅が実現する可能性
を感じていただけ、実際の発注を促すカタ
ログを目指してデザイン制作。 営業ツール
として貢献。 基本コンセプト、キャッチコ
ピー、ロゴマークから、カタログ内の写真
撮影まで対応。

老舗割烹旅館 お得意様優待券
老舗割烹旅館のお客様サービスの一環とし
て、「お得意様ご優待券」を企画、制作。
デザインから印刷まで対応。

和風割烹旅館 パンフレット
下町の情緒が残る人形町の旅館のサービス
を、きめ細かく紹介。 季節感あふれる割烹
料理の紹介から、くつろぎの施設案内まで、
和のおもてなしの良さをさりげなくアピー
ル。 リピート客の増大につなげる。

和装小物屋案内パンフレット、他
ロゴマークデザインから制作。
品のよい和のテイストを活かしたパンフ
レット。 和装店らしく、和の生活の季節の
楽しみ方なども提案。

ヴィラ「トロタ・ドーロ」
案内パンフレット（小）
より多くの釣り愛好家や、ナチュラリスト
たちに知っていただくためのハンディーな
三つ折パンフレット。

ヴィラ
「トロタ・ドーロ」パンフレット
北海道摩周湖国立公園内のヴィラ「トロタ・
ドーロ」の案内パンフレット。ネーミング、
ロゴマークも製作。 釣りと自然を愛する
オーナー様の思い、おもてなしの気持ちが
伝わることを大切にデザイン。 企画から撮
影まで行い、非常にご満足いただいた。 



Horse Reviewカタログ
世界の競走馬を美しい写真と貴重なデータ
で紹介しりカタログの表紙デザイン。

「四季八寸」チラシ、他
料理長のこだわりを隅々まで配慮した店舗
紹介ツール。開店以来、根強いファンを獲
得している。

Horse Reviewカタログ2
世界の競争馬を美しい写真と貴重なデータ
で紹介するカタログの表紙デザイン。

Horse Reviewカタログ3
世界の競争馬を美しい写真と貴重なデータ
で紹介するカタログの表紙デザイン。

ＫＤＤ会社案内
企業理念や、先進性、信頼感を明確に伝え、
イメージ戦略に実際に役立つ会社案内を制
作。

クラブ ディナーショー 案内チラシ
看板に連動したチラシを制作。集客UPに
つなげる。

しそエキス配合健康飲料
「ペリーラ」案内チラシ
しそエキス配合のおしゃれな健康飲料「ペ
リーラ」の案内チラシを制作。 ブランド
マークの企画、デザインからパッケージ、
SPツールまでトータルに制作。

パリの化粧品ブランド「CARITA」
リーフレット
商品撮影からデザイン、印刷まで制作。



「ホテルかずさや」歴代（四代）の経営者江戸日本橋と現在の日本橋界隈の合体地図ページ

創業125周年ホテル 記念誌

ご挨拶ページ

創業 125周年を迎えた、日本橋「ホテルかずさや」の記念誌の表紙 見返しページ



創業125周年ホテル 記念誌

江戸時代「天下祭」といわれた「山王祭」の山車行列の錦絵。
現在の「ホテルかずさや」の所在地の「本石町四丁目」がみてとれる。

江戸の町火消し配置図。「ホテルかずさや」の所在地は、
いろは四十八組のうち、「い組」の持ち場。

江戸時代の本石町四丁目あたりは「くすりのまち」として大いに栄える。 「ホテルかずさや」前の通りは時の鐘設置場所近く、「時の鐘通り」と命名。
江戸時代の 1日をわかりやすく解説。
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	営業支援_パンフレット_11_2016
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