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名称	 仕事場有限会社

代表者	 山門茂樹　小松香代子	

本店	 東京都渋谷区神宮前 2丁目 19番 3号

	 TEL.	03-5414-2655( 代表 )	FAX.03-5775-6630

	 sgt@shigotoba.com

資本金	 300 万円

設立	 1993 年 8月 25日

主要取引先	 株式会社	電通 /株式会社	博報堂 /

	 株式会社	日本テレビ /株式会社マガジンハウス /株式会社	森ビル /

	 株式会社	ファーストリテイリング /アップルジャパン株式会社 /株式会社アミューズ

	 株式会社デサント

営業内容

商品開発および販売促進に関するマーケティング、コンサルタント事業

新聞・雑誌・ポスター等の広告に関する企画制作

書籍・雑誌等の出版物の企画・編集および制作

カタログ・パンフレット・ジャケット等の印刷物の企画製作

販売促進に関する広告および宣伝業務

日用雑貨の企画・リース業および販売

クリエイターのマネージメント業務



仕事場は、コンセプションとディレクションの会社です。

深く内部に、広く外部へ、インタビューを行い、

眠っていたり、気づかなかった魅力を

コトバにし、絵にすることで、腑に落ちるコンセプトを創出。

コンセプトが見つかれば、できることはたくさんあります。

例えば、

ヒトとモノとコトの新しい出逢いを計画し、

新鮮な関係を見出すこと。

さまざまな事柄を編み修め、新たな文脈をつくり、

コンテンツを生み出すこと。

コンセプトはコミュニケーションの種となり、

ソーシャルメディアというツールで、届けることができます。

種を見つけ、時には創り、育て方を考え、実行する。

コンセプトを具現化するために、目指すべき方向へディレクション、

仲間たちと共に、魅力を生み出し、コミュニケーションを活性化する。

それが、仕事場です。



p r o j e c t s

c o n c e p t i o n  a n d  

c o m m u n i c a t i o n



コミュニケーション・プランニング
仕掛け×仕組みづくり

コンテキスト・プランニング

・価値＆資産を探す
・文脈を探す
・コンテンツに仕立てる

コンセプション

ビジョン

ブランド・エクイティカスタマーバリュー

商品開発

Owned Media

空間開発

Paid Media

メディア開発

Earned Media
User - Initiative Media

インタビュー
社内・ターゲット・有識者

スペックからストーリーへ

目指すべきパーセプション（ポジション）を明確化＆共有

・ショップづくり
・展示会ディレクション

・自社メディア（Web、紙）
・ソーシャルメディア

・ブランドディレクション
・キーアイテム開発

×

SGT Projects
CONCEPTION AND COMMUNICATION 



6BRIDGESTONE GOLFER'S DOCK コンセプトショップ（名古屋、大阪、福岡）①
ブリヂストンゴルファーズドックのコンセプション＆ショップ・プロデュース＆ディレクション
ショップデザイン：勝田隆夫（LINE INC.）　  BI： 鈴木 直之（ DIAGRAM Co., Ltd.）

02 
Creative: 

DIAGRAM

date: 

2015.09.18
job: 

LOGO + NAGOYA SUB ENTRANCE

No.client: 

BRIDGESTONE 

数値なし

01
Creative: 
SHIGOTOBA, LINE, DIAGRAM

date: 
2015.06.26

job: 
signage

No.client: 
BRIDGESTONE GOLF

20
20

20
35

180

300

ショップ・グラフィックシステム
エントランスをはじめ、商品掲示の基本システムまでトータルに

アート、DM、価格表、認定書など
ショップを彩るアートのディレクション、オープン DM、認定書をはじめとする掲示物

モデル名  J715 B3 

ロフト  9.5˚ 

ライ角  9.5˚

■ヘッド

モデル名  Tour AD MT- 

フレックス  S 

バランス  D2

■シャフト

クラブ総重量 312 g

クラブ長さ 45.5  inch

ブリヂストンゴルファーズストア福岡祇園

マスターフィッター　谷口信雄

私が責任を持ってカスタマイズいたしました。



7BRIDGESTONE GOLFER'S DOCK コンセプトショップ（名古屋、大阪、福岡）②
ブリヂストンゴルファーズドックのコンセプション＆ショップ・プロデュース＆ディレクション
ショップデザイン：勝田隆夫（LINE INC.）　  BI： 鈴木 直之（ DIAGRAM Co., Ltd.）



8le coq sportif リブランディング①
フランスの老舗スポーツブランド『ルコックスポルティフ』のアジア地域での立て直しプロジェクト

WEB リニューアル
ブランドサイト再構築
商品 DB と通販サイトの連携強化
イベントサイト

le coq sportif product motif 4 Contemporary & Elegance
品のある現代性

品のある現代性

品のある現代性

繊細で新鮮な色遣い

ブラックを中心としたスポーツウエアの世界に色を導入

したブランドとして、毎シーズン新鮮な色を提案し続け

ています。

また色遣いは、フランスのブランドとして繊細な色、そ

して組み合わせでブランドの世界観を表現しています。

ディティール、付属での表現

スポーツウエアにとって付属は機能を左右する大切

な存在。さらに、機能だけではなく、デザインとし

てもディティールまでこだわっています。

グラフィック

A. M. Cassandre、Jean Carlu、Raymond 

Savignac、M/M な ど フ ラ ン ス は グ ラ

フィック大国。そのデザイン性をウエア

に展開、いままでにない世界観を提案し

続けていきます。

品のある現代性

ブランド・リニューアル
ブランドアイデンティティの再構築
ブランドブック
グラフィックシステム再構築

広告・宣伝
雑誌、交通広告
原宿ジャック、ビルボード
カタログ
店頭ツール

空間演出
展示会企画構成、演出
原宿フラッグショップイベント

商品開発
商品ディレクション＆デザイン
トータルディレクションと、
メディア価値のあるアイテムの開発

33 9 36 10 28 



9le coq sportif リブランディング
フランスの老舗スポーツブランド『ルコックスポルティフ』のアジア地域での立て直しプロジェクト
le coq sportif リブランディング②

le coq sportif Advertising
雑誌広告
OOH（交通広告、原宿ジャック）
ビルボード

店頭ツール
カタログ
POP



10le coq sportif リブランディング③

ストイコビッチモデル開発
名古屋グランパス監督ストイコビッチ氏をモチーフとしたアパレルシリーズの企画・デザイン
ステンカラー、コーチジャケット、Tee など

le coq spotif 商品ディレクション
ネーミング＆ロゴ制作
BI に基づく商品のディレクション
ベイシックカラースキーム
シーズンカラー

le coq spotif サイクリングニット
企画・デザイン＆パブリシティ
パブリシティを狙った商品開発

France retrospective 

フランスらしさを取り戻す

le coq sportif のコアバリューを商品から発揮するために、

まず最初に、le coq sportif に期待されていることに、きちんと商品で応えることが必要だ。

ナイキでもアディダスでもプーマでもない、

le coq sportif の独自性、それは

フランスのスポーツメーカーとしての存在感だ。

retrospective：回顧展、過去にさかのぼっての、回顧の、回顧的な

caslon

Frutiger

French essential

ちょとクセのあるエレガントさ

深みのあるカラフル（POPなのに Chic）

ヒトを感じるモダン

フランス的なベーシックの確立。ちょっとクセのある定番。
きわめてあたりまえ、だけどセンスの良いもの。

カラダに馴染む、どこか懐かしい
クラシックをうまく昇華したモダン

モダンデザイン

Antique Olive



11CENOVA ：百貨店のアートを核としたブランディング

6SNS を活用した参加したくなる仕組みづくり

黒田潔によるアート
自然×成長

撮影スポットワークショップ イベント

SNS への投稿を活性化する仕掛け

手軽にシェアできる仕組み（QR コードの提供、ハッシュタグなど）
コンテストなどの参加型コンテンツによるモティベーション喚起　　　　

フローを財産にするために
スペシャルサイト（モバイル対応必須）

スペシャルサイトは、コミュニティの情報発信基地（笑顔の集まる場所）
みんながセノバについて発信した情報が集まり、シェアすることで

ブランドのイメージ資産とすることができます。

拡散

収集
Today's Best 

Smile

C E N O V A  S M I L E

4ブランディングストーリー

花が咲き､ 実がなり、いきものが集い、森が生まれる。

この過程をアーティスト黒田潔が描きます。

ひとつひとつ魅力的なモチーフが、また、次のモチーフを喚び、

ストーリーが展開してゆきます。

自然の持つダイナミズムそのままに

継続性があり、成長してゆく、アート。

このアートをきっかけに、訪れるひとと迎えるひとのストーリーが生まれます。

ひとり、またひとり笑顔となり、

笑顔が連鎖し、拡がってゆきます。

笑顔が人を輝かせ、街を活気づけます。

笑顔は、つぎの笑顔を生んでゆくのです。

だから、スマイルをシェアしよう。セノバで

SMILE SHARE
スマイルシェア



12

9

R e f i n e d  C l a s s i c s
With Contemporary Tone

パラディーゾは大人に永く愛され続けて
きたスポーツ＝ ゴルフ & テニスを現代の
テクノロジーとファッション感覚で再解釈。
快適にプレイできる優れた機能と、品があ
り愛される上質さを併せ持つ、いまの時代
にフィットしたスポーツブランドです。

Product Concept
プロダクト・コンセプト

ブリヂストンスポーツ『PARADISO』リブランディング
ブリヂストンスポーツ『パラディーゾ』のリブランディング

37 21 

パラディーゾ・カラー
PARADISO COLOR

PARADISOブランドの基本色を以下の 2色に定めます。

Sun orange (Pantone 1665C)

Air Blue (Pantone 7458C)

17
PANTONEでの色指定を基本としますが、CMYK指定の場合は以下を参考に色を再現してください。

orange: PANTONE1665C
blue: PANTONE7458C

orange

M 70％

Y 100％

panetone color

process color

blue

C 40％

Y 5％

K 5％

ブランド・リニューアル
ブランドアイデンティティ制作
ブランドマニュアル制作

展示会演出
展示会演出ディレクション＆デザイン
什器デザイン、コンセプトブック
ルックブック＆ムービー

広告制作
雑誌広告制作（ブックインブック、マルチ頁など）
交通広告、店頭ツール制作

34 



13ユニクロカタログ①
日本におけるライフスタイル訴求を追求した通信販売カタログを核として、交通広告（山手線、渋谷駅ジャック）、通販サイトのリニューアルディレクション

13 21 

年 5 回発行カタログ 『UNIQLO.COM』Web サイト再構築
ユーザビリティの向上・キャンペーンリニューアル

交通広告



14ユニクロカタログ②



15Wella「System Professional」タグライン開発＆新製品ツール
ブランドタグライン、セットロゴ開発、契約サロン用ツール
新製品コミュニケーションツール（サロン什器、DM、顧客パンフレットなど）

TAILOR-MADE SHINE
DEBUT. 私の輝きが見つかる。

ShineCare

輝きアップのための
トリートメントベース。

Lumi Booster
ルミブースター

Platinum Gloss
プラチナグロス

175mL  
￥3,360 （税込）

Pearl Smooth
パールスムース

ShineFinish

Diamond Reflect

ダイヤモンド
リフレクト

グロッシーな
プラチナのツヤ

キラキラ輝く
ダイヤの輝き

品のある
パールの輝き

40mL  
￥2,625 （税込）

40mL  
￥2,625 （税込）

75mL  
￥2,625 （税込）

輝く髪のための
スペシャルホームケア

ダイヤモンド、プラチナ、パール
ツヤ感で選べるスタイリング

* 商品価格はすべて希望小売価格です。

輝く髪へ、初めて＊のスペシャルホームケア

ShineCare

Lumi Booster

ルミブースター

シャンプー後の余分な水分を取りいた髪全体に、約15プッ

シュ（約7mL、ミディアムヘア標準量）を手に取り、塗布しま

す。洗い流さず、そのままヘアトリートメントを塗布、約5分

放置して軽くすすぎます。

トリコンプレックス＊の働きが髪内部のダメー
ジホール、傷んだキューティクルの両方に働
き、光の乱反射を減少、ツヤのある輝く髪へ。

＊トリコンプレックス：シトリックアシッド、ラクティック
アシッド、ベヘントリモニウムクロリド

ご使用方法

ルミブースター&マスクで髪の内側までケア
光密度を取り戻し、ツヤのある輝く髪へ

光密度が低い状態

光密度が高い状態

ツヤのない髪、それは髪の表面ばか
りでなく内部でも光が乱反射し、光
密度を失った状態。そこにルミブー
スターが働きかけます。

光密度を取り戻す2つの働き

光密度の高いツヤのある髪

175mL  希望小売価格￥3,200（税込￥3,360）

輝きアップのためのトリートメントベース。

＊日本のサロン業界で、ツヤを高めるトリートメントベースとして初めてのアイテムです。

①ダメージホールを整える
毛髪内部にできたダメージホールを
ルミブースターが整えます。その後
マスクがダメージホールを埋めるこ
とで乱反射を防ぎます。

②キューティクルを整える
傷んだキューティクルをルミブー
スターが整えます。その後マスクが
キューティクルをなめらかにし、光
密度を高めます。

毛髪の断面図

ルミブースターとマスクが浸透している様子

ダメージホール

ルミブースター

マスク

イメージ図

パール、ダイヤモンド、プラチナ
ツヤ感で選べるスタイリング

Pearl SmoothDiamond Reflect

繊細なダイヤモンド
シャイン（ラメ）が髪
に輝きを与えます。
仕上げたスタイルを
くずさずに、髪にダイ
ヤモンドの輝きが。

Platinum Gloss

濡れたようなつや感で
おさまりをよくします。
髪の乾燥やパサつきが
気になる時にお勧め。
ヒートプロテクト効果
でドライヘアやヘアア
イロンなどからも髪を
守ります。

クリームが髪に潤い
を与え、パールのよう
なソフトな質感に仕
上がります。
重くならないので、軽
い仕上がりが欲しい
時に。

ナノリフレクター
フォーミュラの効果

ナノリフレクターフォーミュラが
光反射をコントロールして、
ツヤめく髪に

プラチナグロスダイヤモンドリフレクト パールスムース

髪が輝きを失う原因は光分散でした

ナノリフレクター
フォーミュラ
使用後の光反射

傷んだ髪の光反射

+
パールシャイン

ダイヤモンドシャイン
プラチナシャイン

光の反射テスト

光の反射テスト

グロッシーなプラチナのツヤキラキラ輝くダイヤの輝き 品のあるパールの輝き

ShineFinish

ご使用方法

ご使用前によく振って、髪
から10-15cmくらい離し、
輝きのほしい部分に適量ス
プレーします。

40mL  
希望小売価格
￥2,500（税込￥2,625）

ご使用方法

タオルドライした髪、または
乾いた髪に、適量（ミディアム
ヘアで2-3プッシュ）を手にの
ばし、輝きのほしい部分を中
心に薄くのばします。

40mL  
希望小売価格
￥2,500（税込￥2,625）

ご使用方法

タオルドライした髪、また
は乾いた髪にに、適量（ミ
ディアムヘアでパール粒
1-2個）を手のひらにとり、
よくのばしてから、均一に
塗布します。

75mL  
希望小売価格
￥2,500（税込￥2,625）

No Hold No Hold No Hold

1880年から髪を研究し続けてきたウエラが、

最高の技術を持つサロンに提供する

エクスクルーシブなヘアケア。

それがシステムプロフェッショナルです。

豊富にラインナップされたシャンプー、マスク＆

エマルジョンを自在に組み合わせることで、

最適なパーソナル・フォーミュラを提案します。

髪の表面をコートするだけではなく、

一人ひとり異なる髪へ、

本質的アプローチをするためのシステム発想。

だから、髪を内部までケアすることができるのです。

システムプロフェッショナルは、

健康で美しい髪のために。
私の輝きが見つかる。

TAILOR-MADE 
SHINE

そのシステムプロフェッショナルから、
髪のつや、輝きにフォーカスした、
シャインシリーズが新登場。

初めてのスペシャルホームケアと
ジュエリーのつや感で選べる3種類のスタイリングで
あなたのための輝きを見つけてください。



16沖縄電力オール電化コミュニケーション
長期コミュニケーションの核となるコピー＆シンボルを作成、オールメディアで長期発信

コミュニケーション・コンセプト
コピー＆シンボル作成
コンセプトブック

広告・宣伝
TV、ラジオ CM、新聞
カタログなど

特設サイト
kaeru.tv として特設サイトで情報の継続的発信

ビルボード、イベント
OOH、体験車などの各種車両、イベントなど



17Sheba「Cat-and-Me.com」キャンペーン
TVCF では効率の悪いターゲット獲得のための（プレミアムキャットフードの新規顧客）マーケティング施策の企画＆遂行
Web ＆モバイル、フリーマガジン、投稿作品の書籍化を一気通貫するプロジェクト

4 5
photo/Norio Kidera

根本きこさんタオくん＋

掴みどころのない性格が、とても好きになっていました。

いとお店に来てくれる方も。完全に“店
猫”ですね」。
　そんなタオと根本さんの出会いは、
10年前。中華街を彷徨っていた子猫を
偶然見つけたご主人が、そのまま連れ
て帰ってきたことがきっかけです。
「子猫はほっとけないというか、存
在そのものがたまらないですよね。主
人もたまたま見つけたとき、無条件に
連れて帰りたくなったみたいです。以
前逗子に移り住んだばかりの頃、ベベ
という猫を飼っていたこともありまし
たし、猫の、その掴みどころのない性
格がとても好きになっていたので、躊
躇なく飼うことに決めました。でも実
際、タオを飼ってみて、その想像以上
の掴みどころのなさに、びっくりさせ
られることも。タオはなんの予兆もな
しに、突然いなくなるんですよ」。

　逗子のカフェ「coya」とカフェに併
設した雑貨店「coya no oku」をご主
人とともに営んでいる、フードコーデ
ィネイターの根本きこさん。日々、様々
な人々が訪れ、思い思いの時間をゆっ
たりと過ごすこの空間のなかで、愛猫
のタオは我が家のように自由に徘徊。

（もう1匹、愛猫キナコは今年春の交通
事故により、現在療養中）。木箱や戸
棚の上にある米鉢など、お気に入りの
場所を転々としながら、訪れたお客さ
んの膝を占領し、そのまま昼寝をする
こともしばしば。
「不思議なことに、タオには猫が好き
そうなお客さまがわかるみたいなんで
すよ。膝の上に乗ったお客さまは、本
当に猫が好きな方が多いんです。それ
に日々、いろんな方がタオのこと気に
かけてくれて。なかにはタオに会いた

ミックス・1歳 フードコーディネーター
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さくはらふみこ◎スタイリスト／インテリアスタイリスト
の草分けである故・岩立通子に師事し、96年に独立。雑誌
をメインに、広告や映画なども手がける。

洗剤とキャンドル
動物特有の匂い対策に。左から、植
物原料の洗たく洗剤2,940円（ザ･コ
ンランショップ☎0120-04-1660）、
キャンドル1,365円（イデーショッ
プ 自由が丘店☎03-5701-7555）

脚立
飼い主には飾り棚や踏み台として実
用的で、猫には登って嬉しい遊び道
具に。ひとつあるとスタイリングが
楽しくなる。脚立18,900円（キャト
ル・セゾン☎03-3725-8590）

リサ・ラーソンの陶器の猫
スウェーデンの陶芸家リサ・ラーソ
ンの作品。子供っぽくないから大人
の男性の部屋も。リサ・ラーソンの
陶器の猫、5,775円、12 , 600円、
2,940円（dieci☎06-6882-7828）

ブランケット
ベロアのふちどりがポイントのブラ
ンケットは、ベネチアのブランド“バ
レナ”のもの。質感もさわり心地も
最高級。ブランケット各24,150円（シ
ボネ青山☎03-3475-8017）

ゆたんぽ
ちょっと寒いなと思ったときにサッ
と使える小さめサイズが便利。猫と
おそろいで使ってね。ゆたんぽ、左
から1,680円、1,260円（ショップ・
ディテール☎03-5474-0708）

プランター
オブジェや内装を手がけるアーティ
スト“エヌギャップ”の植木鉢。 “ネ
コクサ”をお部屋に置くにも、遊び
心を忘れずに。植木鉢8,925円（GEL 
CHOP www.gelchop.com）

左ページ／裏地付きのブランケット31,500円（.....リサーチ 
ジェネラルストア☎03-3463-6376）。バスケット11,550円、
マグカップ5,040円（プレイマウンテン☎03-5775-6747）。
スツール89,250円、サイドテーブル47,250円、クッション
カバー7,140円、ルームシューズ1,890円（共にシボネ青山
☎03-3475-8017）。植木鉢各168円（イデーショップ 自由
が丘店☎03-5701-7555）。白×グレーのブランケット8,400
円（キャトル・セゾン☎03-3725-8590）。壁に貼ったシー
ル2,410円（ショップ・ディテール☎03-5474-0708）。リサ・

ラーソンの陶器の子供7,350円（dieci☎06-6882-7828）、ク
リスマスオーナメント・大各2,625円、チェックのボール、
ストライプの赤いボール各1,890円、ストライプの黄いボ
ール各1,680円、兵隊5,250円、ガラスベース3,780円（共に
ザ･コンランショップ☎0120-04-1660）。

photo/Norio Kidera

「猫と一緒に楽しむインテリア」
～クリスマス編～

スタイリスト作原文子さんの

スタイリストの作原文子さんが、猫にもわたしにも嬉しくてリラックス
できる物選びや、お部屋作りのヒントとアドバイスをくれました。“猫用”
でそろえるとデザイン的にちょっと……という悩みも、猫とわたしが一緒
に楽しめるアイテムを選ぶことで「素敵」に早変わり。クリスマスも猫と
一緒に、あったかいお部屋で過ごしましょう。

コミュニケーション設計
ネーミング＆シンボル作成
告知広告 ( 新聞、雑誌、バナー )
フリーマガジン（カフェなどで配布）

WEB サイト構築・運営
Web、モバイルで簡単に投稿できる仕組み
投稿されたコンテンツでコミュニケーションする仕組み

書籍発行、イベント
投稿から、写真 866 点 + エピソード 489 本をセレクトし収録し
た書籍『猫とくらす』を発行、発行イベントを実行



18カシオ「Tough Stuff」G-SHOCK SHOCK THE WORLD
新興国での G-SHOCK デビューのためのツール＆ WEB のクリエイティブディレクション＆コピー
カルチャー、アンバサダー、ファンクション、ヒストリー、個別アイテムが有機的に結びつく斬新なインターフェイス

カシオ G-SHOCK 雑広、カタログ
G-SHOCK カタログ、雑広、タイアップなど



19PENTAX『K200D』デビューコミュニケーション
クリエイティブディレクション＆コピー

ひとを自由にするデジタル一眼レフ

カンタンに子供のいい顔を撮る。

こだわって自分らしい一枚を撮る。

優れたギアは、使い手に応えることができます。

K200Dは、防塵・防滴が施されたボディに、

コンパクトに多くの高機能を凝縮。

カンタンにも、こだわりにも、

撮影者の意志にしっかりと応えます。

次世代のスタンダードK200Dに搭載された機能は、

撮影の機会・表現の幅を拡大。

撮りたいと感じた時に、撮りたい写真を、

もっと自由に撮ることを可能にします。

◎シャッター速度換算、最大約4段分の効果を発揮する進化したボディ内蔵手ぶれ補正機構「SR」

◎トータルな画像へのダスト対策。撮像素子へのホコリの付着を予防し、除去する「DR」と、

　世界初※のホコリの付着状態を確認できる「ダストアラート」

◎有効約1020万画素、23.5×15.7mm大型CCD搭載

◎ボディ60ヵ所のシーリングによる堅牢な防塵・防滴構造

◎画像仕上を進化させる6種類の「カスタムイメージ」

◎画像処理エンジン「PRIME」搭載による高画質・高速処理

◎視野率約96%、倍率約0.85倍の大きく見やすいファインダー

◎被写体に適した撮影モードを自動判断する「オートピクチャーモード」

smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ（32.5mm）｜1/90sec／ F5.6／ ISO100／ホワイトバランスオート

※2008年1月現在。

  ●  K200D（ボディ）
  ●  K200Dレンズキット（ボディ＋smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ）

〈すべてオープン価格〉
＊2008年2月下旬発売予定
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プログラム、Tv、Avに、
感度優先を加え、思いのままに

絞り値、シャッター速度を自分の撮影意図
のままに決め、思い通りの一枚を撮る。こ
れもデジタル一眼レフの醍醐味です。
K200Dは、そんな上級者のために6種類の
露出モードを搭載。1コマごとに ISO感度
を変更できるデジタル一眼レフの特徴を活
かしたSv（感度優先モード）を搭載。表現の
幅がさらに広がりました。

撮影時に押すだけで記録形式を変更可能
RAWボタンがカスタマイズ可能に

撮影後の画質調整の幅が大きいRAW形式
は画像サイズが大きく、撮影可能枚数が少
なくなってしまいます。そこで、ボタンを
押した時だけJPEG撮影時にもRAW＋で記
憶させることができるRAWボタンを装備、
SDメモリーカードなど記録メ
ディアを効率的に使うことが
できます。

難しい状況でも最適な露出を得られる
16分割測光を含む、3つの測光方式

明暗が複雑に入り組んでいる、背景が明る
く被写体が陰になってしまっている……、
そんな判断が難しい状況でも16に分割され
た測光エリアからバランスのとれた適正露
出が得られます。また中央重点測光、スポッ
ト測光も備え、光の状況や撮影者の意図に
応じて使い分けることで最適な露出を得る
ことができます。

意のままにデジタル一眼レフを操る
充実した撮影モード

M：マニュアル
シャッター速度と絞り値を任意に設定するモードです。

ファインダーに適正露出との差が表示され、撮影者の

判断をサポートします。

smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ（55mm）
1/5000sec／ F8.0／ ISO200／ホワイトバランスオート

オートブラケットは、シャッターボタンを
押した時に自動的に露出が異なる画像を連
続して撮影する機能。露出に迷う難しい状
況でも－補正、標準、＋補正の3枚の写真
が自動撮影されるので、ベストの1枚を選
ぶことができます。また、撮影順はカスタ
マイズ可能です。

P：プログラム
プログラムラインに従い、シャッター速度と絞り値が
自動設定され、撮影意図に応じた組み合わせを選ぶこ
とが容易にできます。

Sv：感度優先
電子ダイヤルで、1コマごとに ISO感度を100から

1600まで任意に設定することができます

Tv：シャッター速度優先
被写体の動きを止めたい時は高速に、光の軌跡を撮り

たい場合は長時間にと、電子ダイヤルでシャッター速

度を設定することができます。

シャッター速度優先
smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ（55mm）

1sec／ F5.6／ ISO100／ホワイトバランスオート

バルブ
smc PENTAX-DA14mmF2.8ED［IF］

605sec／ F8／ ISO100／ホワイトバランスオート

smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ（19mm）｜ 1/180sec／ F9.5／ ISO100／ホワイトバランスオート

［－0.5］ ［標準］ ［＋0.5］

オートブラケット標準　 smc PENTAX-FA31mmF1.8AL Limited｜ 1/250sec／ F8／ ISO100／ホワイトバランスオート

3段階に露出を変えて撮影、ベストな一枚を選べるオートブラケット

B：バルブ
星空や花火、夜景など長時間シャッターを開いておき

たい場合のモードです。

〈モードダイヤルと電子ダイヤル・  Avボタン・グリーンボタンの関係〉

Av：絞り優先
絞り値を小さくして被写体の前後をぼかす、大きくし

て全体にピントが合うようにするなど、絞りを変更し

て被写界深度を調整できるモードです。

 Avボタン

電子ダイヤル

グリーンボタン

モード

電子ダイヤル

 Avボタン＋電子ダイヤル

グリーンボタン

P

プログラムシフト

露出補正

標準プログラムラインへ戻る

Sv

ISO感度

露出補正

-

Tv

シャッター速度

露出補正

-

Av

絞り値

露出補正

-

M

シャッター速度

絞り値

適正露出に合わせる

B

絞り値

-

-

その他の露出モード

  ●  K200D（ボディ）
  ●  K200Dレンズキット（ボディ+smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ）
  ●  K200Dダブルズームキット（ボディ+smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6ALⅡ+smc PENTAX-DA50-200mmF4-5.6ED）

〈すべてオープン価格〉

◎シャッター速度換算、最大約4段分の効果を発揮する進

化したボディ内蔵手ぶれ補正機構SR◎トータルなダスト

対策。SPコートによりホコリの付着を予防し、振動で除

去するDR。世界初！撮像素子の状態を確認できるダスト

ア ラート ◎ 有 効1020万 画 素、23.5×15.7mm大 型CCD

搭載◎ボディ60ヶ所のシーリングによる堅牢な防塵・防

滴構造◎画像仕上げを進化させるCustom Image◎画像処

理エンジンPRIME搭載による高画質・高速処理◎視野率

96%、倍率0.85倍の大きく見やすいファインダー◎被写

体に適したモードを自動判断するオートピクチャーモード

◎製品／カタログのダウンロードなど、　ペンタックスの詳しい総合情報サイト：www.pentax.co.jp　◎K200Dスペシャルサイト：www.k200d.jp
◎製品についてのお電話でのお問い合わせは、お客様相談センター　0570-001313［ナビダイヤル］　◎カタログご請求のかたはハガキでかならず機種名を明記の上、〒174-8639　東京都板橋区前野町2-36-9　ペンタックス（株）カタログ係へ。

www. k 2 0 0 d . j p

 ＊2008年3月31日よりHOYA株式会社  ペンタックス  イメージングシステム事業部となります。

新  発  売

カタログ雑誌広告（上：専門誌　下：一般誌） スペシャルサイト（コピー）

www. k 2 0 0 d . j p

K200D/K20Dデビューキャンペーン実施中！！　詳しくはPENTAXホームページwww.pentax.jp まで

◎製品／カタログのダウンロードなど、ペンタックスの詳しい総合情報サイト：www.pentax.jp　K200Dスペシャルサイト：www.k200d.jp
◎製品についてのお電話でのお問い合わせは、お客様相談センター  0570-001313［ナビダイヤル］、携帯電話・PHS・IP電話の方は TEL.03-3960-3200をご利用ください。（9：00〜18：00　土・日・祝日・

弊社休業日を除く）　◎カタログご請求のかたはハガキでかならず機種名を明記の上、〒174-8639  東京都板橋区前野町2-36-9  ペンタックス カタログ係へ。
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タフな防塵・防滴ボディに、どんなレンズでも手ぶれを補正する先進機構「SR」内蔵。

シャッターを押すだけで、最適な撮影モードに切り替わるオートピクチャーモードなど、

カンタン機能も搭載したＫ200Ｄは、タフでやさしい、みんなのデジタルイチガンです。
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21Advertising ①

『ユニクロカタログ』新聞広告、交通広告
渋谷、原宿を中心にしたポスター連貼り、トレインジャック

PARADISO 広告制作
雑誌広告制作（ブックインブック、マルチ頁など）
交通広告、店頭ツール制作

'94 年に生まれたパラディーゾが
大切にしてきたのは、愉しむこと。
勝敗にとらわれず、伸びやかに楽
しむゴルフとテニス。肩から力を
抜き、でも真剣に。背筋を伸ばし
て友と競い、自然を楽しむ。スポー
ツギアをつくり続けてきたブリヂ
ストンスポーツが、アスリートに、
そして自然に学び、研究開発す
ることから生み出す『心地良く
愉しむためのブランド』、それが

パラディーゾです。



22Advertising ②

『ROPE 再生』シリーズ広告
日本の老舗ファッションブランド ROPE 再生シリーズ広告
クリエイティブディレクション＆コピー

セイコー『LUKIA』ブランドリニューアル
コミュニケーションコンセプト＆コピー
CF、広告（Ｂ倍駅貼ポスター、雑誌広告 etc.）ディレクション

セイコー ALBA 新ブランド『NEATNIK』コミュニケーション計画
商品開発 × 広告宣伝 × アートエキジビション計画・実施
・広告（ビルボード、Ｂ倍駅貼ポスター、雑誌広告）計画・制作

CD：山門茂樹 AD：中島英樹　第 51 回 NY TDC 受賞



23Advertising ③
セイコー ALBA『DEUA』ブランドデビューコミュニケーション
・広告（Ｂ倍駅貼ポスター、雑誌広告）企画制作
・キャンペーンツール（限定パッケージ、店頭ポスター、リーフレット）企画制作
・デビューキャンペーンパブリシティ計画・実施

サザンオールスターズ 25 年
『真夏の秘宝館 in お台場』



24ファションブランドカタログ
アパレルブランドのカタログ各種



25雑誌タイアップ広告
55DSL、Burton、Levis、Hurley、QuikSilver、GDC など

BRUTUS ファッション特集 agnés b. 

BRUTUS ファッション特集 EDIFICE 



26Advertising（ムービー企画制作）

日本テレビ『きょうの出来事』リリューアル
オープニング、ロゴ、番組内音楽

SPICE Web オープニングムービー
イベントムービー＆サイトオープニング

沖縄電力 TVCM
「おばぁの元気は、みんなの安心」

セイコー『LUKIA』ブランドリニューアル
コミュニケーションコンセプト＆コピー



27WEB サイト構築・運営①

ブリヂストンゴルフアカデミー＆ブリジストンスポーツアリーナ
Wordpress のマルチサイト機能を利用した全国展開のスクールサイト。
インストラクターによるブログ投稿を主とした集客＆顧客への情報発信サイト。
導入期には SNS に不慣れな人も、活発に投稿していただくために月次レターを発行。
投稿による集客効果の上がるサイトに育ている。
モバイル対応はもちろん、新商品に関するブログを自動収集してキャンペーンページができるなどの、
仕組みを内包している。



28WEB サイト構築・運営②

アリミノ『スパイス』 資生堂 UNO Web le coq sportif WEB
ムービー（オープニング、店頭） イベント時特設サイトなど

8 



29WEB サイト構築・運営③

シャープ「The World's Solar Company」グローバルサイト（5 カ国語対応）
サイト設計＆制作（JSON によって、DB からスピーディなサイト更新を実現）。
オープニングムービー、音楽制作、グローバルサイト設計＆制作



30コンセプトブック企画制作①

モルトンブラウン日本デビューのためのコンセプトブック
クリエイティブディレクション＆コピー
イギリスの老舗ブランドモルトンブラウンの日本デビューにあた
って、ブランド理解を深めるためのコンセプトブック＆コミュニケ
ーションキット

タカラベルモント「New Men's Project」
理美容業界 No1 企業による理容室再生プロジェクトが始動
シンボル、コンセプトブック制作。
今後新製品カタログ、季刊誌などを予定

arena concept book
ブランドに関わるすべてのヒトがアリーナを理解し、ぶれないブ
ランド像を発信してゆくためのコンセプトブック。日本語、英語、
中国語版

05  Arena values

頼れる道具は何もない、自分の身体だけを信じて戦う。そんな純粋で過酷、だからこそ

美しいスポーツ、競泳。このフィールドで育ったarenaにとって「ウエアはギア」そ

のものです。最新科学の成果物としてのファブリック、人間の動きを研究することか

ら見いだされるカッティング、縫製。そして、孤独なスターティングブロック上のア

スリートにとってスタイリングは信頼と誇り。デザインもまた精神的なパワーを生み

出します。美しさも機能だとarenaは考えます。

より速く、より美しく。他者に、そしてなにより自分に、勝つために。

Enhance your style

In swimming, without any tools to rely on, one has to completely trust 

their own ability. Swimming is such a pure, tough and – for that very 

reason – beautiful sport. For Arena, born and evolved in this field, 

‘swimwear’ itself is ‘sports gear.’ Our fabric is the result of the latest 

technological developments. Cutting and sewing techniques are 

developed though our research into the intricacies of human movement. 

And for the athlete on the starting block, lonely and isolated, our styling 

gives them confidence and pride. This also gives a psychological edge. 

Arena considers beauty and functionality to be one. 

Faster and more beautiful. To win over one’s own limits more than to 

win over others.

Enhance your style



31コンセプトブック企画制作②

TYT_ver.9 03.9.2, 11:23 PM1

LEXUS PRODUCT

トヨタブランドコンセプトブック
クリエイティブディレクション＆コピー
レクサスブランドの日本デビューにあたり、『トヨタ』ブランドの
リビルディング
日本語版　英語版　中国語版

レクサスプロダクトブック
クリエイティブディレクション＆コピー
レクサスブランドのプロダクトを定義するためのコンセプトブック

トヨタ自動車『日本独創』プロジェクト
クリエイティブディレクション＆コピー
開発者、技術者のための次世代コンセプト開発。
日本語版　英語版

三井不動産ブランドブック
クリエイティブディレクション＆コピー
社員のひとりひとりが三井不動産というブランドを育てるという
意識を持つためのブランドブック。コンセプト篇と実践編

アミューズ
クリエイティブディレクション＆コピー
・各種リーフレット＆新聞 15d
特殊な存在として見られがちな芸能プロダクションを、コミュニ
ケーションパートナーとして紹介する

リビングデザインブック
東京ガス『リビングデザインセンター OZONE』オープン時の
全体構想をコンセプトブックにまとめ、出版



32ブランドアイデンティティの開発、リニューアル①

タグライン＆ BI システム

ネーミング、タグライン＆ BI システム タグライン＆ BI システム ネーミング、タグライン＆ BI システム

ネーミング、タグライン＆ BI システム タグライン＆ BI システム ネーミング、タグライン＆ BI システム ネーミング、タグライン＆商品開発

タグライン＆ BI システム タグライン＆ BI システム タグライン＆ BI システム タグライン＆ BI システム

1880年から髪を研究し続けてきたウエラが、

最高の技術を持つサロンに提供する

エクスクルーシブなヘアケア。

それがシステムプロフェッショナルです。

豊富にラインナップされたシャンプー、マスク＆

エマルジョンを自在に組み合わせることで、

最適なパーソナル・フォーミュラを提案します。

髪の表面をコートするだけではなく、

一人ひとり異なる髪へ、

本質的アプローチをするためのシステム発想。

だから、髪を内部までケアすることができるのです。

システムプロフェッショナルは、

健康で美しい髪のために。
私の輝きが見つかる。

TAILOR-MADE 
SHINE

そのシステムプロフェッショナルから、
髪のつや、輝きにフォーカスした、
シャインシリーズが新登場。

初めてのスペシャルホームケアと
ジュエリーのつや感で選べる3種類のスタイリングで
あなたのための輝きを見つけてください。



33ブランドアイデンティティの開発、リニューアル②

le coq sportif ブランドアイデンティティ
ブランドアイデンティティの再構築
タグライン開発
ロゴマニュアル

カテゴリー再構築
新カテゴリーネーミング
ネーム、下げ札リニューアル

機能訴求
機能ネーミング
ロゴデザイン

基本キャンペーンロゴ
ブランドの価値を伝えるためのセットロゴです。使用可能な局面においては、最大限使用することを推奨します。

余白・不可侵領域
以下に定める余白を必ず取らなければいけません。またこの余白領域に異なる要素をレイアウトしてはいけません。
ロゴの大きさが以下の場合、レイアウト可能なスペースは赤罫の内側となります。

aa a
bb

a
b

b

a a
b

b

8 



34ブランドアイデンティティの開発、リニューアル③

アリーナリブランディング
ブランドの再定義、タグライン（スローガン）開発
未来のブランド像を描き、共有するためのコンセプトブック
ブランドアイデンティティシステムの整備

PARADISO BI& アプリケーションデザイン
ブランドアイデンティティ制作
ブランドマニュアル制作

ハイアール・マーケティング・サービス CI
ヴィジュアルアイデンティティ制作
アプリケーションデザイン

12TricoloreTricolore
トリコロールの使い方 12
arenaはフランス生まれのブランドです。その象徴としてプロダクツにおいては、

アリーナダイヤモンドをトリコロールカラーで表現することができます。

プロダクツ以外の用途において、この色指定を使用する場合は、承認が必要です。

地の色も含め3色までに収めてください。 チームラインなどに利用してください。

白地は一色とします。

arena はフランス生まれのブランドです。その象徴としてアリーナダイヤモンドを

プロダクツにおいては、トリコロールカラー（下地の色を含め 3色）で表現することができます。

プロダクツ以外の用途において、この色指定を使用する場合は、承認が必要です。

トリコロールの使い方

arena_man_1122 のコ�ー.indd   12 05.12.22   0:43:20 AM

11
モノクロ表現の場合、�K�90%で表現してください。

・PANTONE®�419C�

・プロセスカラー :�K�90%

・RGBカラー�:�R�25���G�25��B�25

モノクロ表現の場合
MonochromeMonochrome
モノクロ表現の場合 11
モノクロ表現の場合、 K 90%で表現してください。

・PANTONE® 419C 

・プロセスカラー: K 90%

・RGBカラー : R 25   G 25  B 25

arena_man_1122 のコ�ー.indd   11 05.12.22   0:43:20 AM

arena visual identity manual

19タグラインとの組み合わせ
Symbol with Tagline

22

■アウトラインボールドロゴ（細）　

■アウトラインマーク　

■アウトラインボールドロゴ（太）　　

■アウトラインボールドロゴ（太）
　＋アウトラインマーク

商品展開時のバリエーション
Alternative Simbol for Products

刺繍、ワッペン、成型品など商品での使用に限りこの頁に記載したバリエーションを使用することがで

きます。その場合は、記載グラフィックを拡縮して使用してください。正式シンボルにアウトラインを

かけるなどしてはいけません。

鋳造、鍛造で小さくマーク表現したい場合など、正規の

マークが再現できない場合に限り、下記を使用すること

ができます。

（左下 200％拡大図　赤が正式マーク、青丸は 0.5mm）

32Name
ネーム

12 



35新商品開発

セイコー ALBA 新商品開発
ブランドコンセプト＆クリエイティブディレクション
・ネーミング＆ロゴ制作（一部はウォッチデザイン）

First Lineup

Second Lineup

Third Lineup

Special Edition

100％ ORANGE 布袋寅泰
布袋寅泰

湯村輝彦 仲條正義 寺田克也

GO UEKI（PANICREW）中島英樹 中島英樹

100％ ORANGE 鄭 東和 &
タイクーングラフィックス

Rolling Stones コラボ企画
ローリングストーンズのべろマークを
日本のアーティストが再解釈。
T シャツ、キャップ



36空間演出①

le coq sportif 原宿店サイクリングフェア
フラッグショップ演出
・限定ミュゼット企画制作
・雑誌広告、DM

le coq sportif 展示会
全体計画
エントランス制作
グラフィック制作

8 



37空間演出②

PARADISO 展示会
展示会演出ディレクション＆デザイン
什器デザイン
ムービー

12 



38著作＆企画編修 38

「Cat-and-Me.com」キャンペーン
アマゾンでネコ本 1 位を獲得

ニートニック
アートイベントの内容を出版

六本木ヒルズ・ハンドブック
六本木ヒルズオープン時のハンドブック（スペシャル版・販売版）
・フロアガイド日本語版、英語版、パーキングガイド
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