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PAMPHLET & FLYER
CHAPTER 1

パンフレット & フライヤー



Ai Ps コンペティション
自主制作

高浸透型のビタミンC誘導体(Funcos C-IS)と保湿成分をたっぷり配合

リニューアルしました
ローションを

EBC&Mは、医学及び科学的根拠に基づいた医療、美容・健康に関するエビデンスの構築、新しいサービスの創成・提供を通じ、健康増進・
QoL向上に総合的に貢献することを目指し、多くの皮膚疾患に関する臨床研究、皮膚科用剤の開発研究を行っている会社です。

製品の詳しい情報はこちら
HP https://junkatz.ebc-m.com/東京都港区芝公園2丁目9-1芝マツオビル4F

TEL 03-6435-3833 FAX 03-6740-2117

〒105-0011

Funcos C-IS
成分表示名称
イソステアリルアスコルビルリン酸2Na

高浸透型
ビタミンC
誘導体

Funcos C-ISは、ビタミンC
の弱点を改善し安定性に優
れた高浸透性･両親媒性ビ
タミンC誘導体です。経皮吸
収性に優れ生体内の酵素
により変換され、ビタミンC
本来が持つさまざまな生理
活性を発揮します。

H

H
P
Na

Na
水溶性部

油溶性部
リン脂質擬似構造

高浸透・高保湿化粧品 

パッケージデザインを変更しました。

巡活ローション

4950円(税込)200ml

美しい肌に効果があると言われている

セラミドを、新たに配合しました。

RENEWAL POINT

・

・

Lotion

巡活クリーム

7150円(税込)50g
Cream

巡活エッセンス

6600円(税込)45ml
Essence

保湿。
スキンケアの基本は

PAMPHLET パンフレット

巡活 商品広告

パッケージリニューアルに伴う雰囲気の変化を、
パンフレット全体でも表現

リニューアルによってより洗練されたパッケージの雰囲
気を、パンフレットにおいても表現することで、見る
人に目新しさや、今までとは違った魅力を与え、新規
の顧客獲得へと繋がるようデザインしました。

Crowd Works コンペティション
クリニック向けの化粧品のパンフレット作製　採用
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Ai Ps コンペティション
自主制作FLYER チラシ

春の宴会プラン 告知広告

春や和を感じさせつつ、料理の邪魔をしない
良い引き立て役となる

写真以外のオブジェクトのトーンを少し控えめにし
たり、桜の花びらや霞などの、春や和を感じさせ
る装飾を写真の近くに多く配置することで、写真
に視線を誘導し、あくまで料理が主役となるよう
なデザインを心がけました。
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Ai Ps コンペティション
自主制作FLYER チラシ

日 常 診 療 に 役 立 つ 情 報

動 画 は 1 編 15 分 で 完 結

病態の新知見と最新治療情報

各領域のリーダーとの本音トーク

NPO SKIN セミナー
皮膚科医生涯学習プログラム

Novel Professional Outlook プロが語る新見解 

充実の配信コンテンツ

宮地良樹、川島眞が厳選した臨床直結コンテンツ

NPO SKIN セミナーとは

「NPO SKIN セミナー」は、皮膚科診療に携わる
医師を中心とした医療従事者の学習機会の継
続、適正情報提供の推進を目的とした、NPO法
人皮膚の健康研究機構が運営する会員制のオン
デマンド型 「皮膚科生涯学習プログラム」です。

など、年間 100 コンテンツ以上を配信
※無料版・有料版あり

※

　   会員募集中
まずは無料会員登録でお試しください
有料会員 : 会費 6,600円 ( 税込 )

皮膚の健康研究機構

ht tp s : / / npo -h i f u . n e t /

800

仲皮フ科クリニック院長　仲　弥

爪白癬360例での
ネイリン®の使用経験 多汗症の診断と治療

池袋西口ふくろう皮膚科クリニック院長　藤本智子

外用療法の基本
廣仁会札幌皮膚科クリニック院長　安部正敏

ニキビ治療と患者指導のコツ
(公開予定 )

野村皮膚科医院院長　 野村有子

NPO SKIN セミナー 宣伝広告

学ぶ意欲に溢れる人に刺さる、教材のような
知的な信頼感

皮膚科向けの動画型学習プログラムというターゲッ
トやサービスの性質から、押し売り感の強い勢いの
あるデザインではなく、落ち着いていて理路整然と
した、教材のようなデザインを心がけました。
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POSTER
CHAPTER 2

ポスター



Ai コンペティション
学校課題POSTER ポスター

大丸心斎橋店 宣伝広告

過去と現在の調和を表現

古紙の質感やフォントによってレトロな雰囲気を
出しつつも、スッキリとしたあしらいや平面的な
イラストによってモダンな印象も与えることで、
増築や改装を経てもなお色濃く受け継がれ続け
てきた心斎橋店の歴史的な内外装の魅力の表現
と、現代の人々に親しみやすいデザインの両立を
目指しました。

Adachi Design Award ����
大丸松坂屋 大丸心斎橋店賞　受賞
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PsAi コンペティション
自主制作POSTER ポスター

利尻富士町観光協会
（0163）82-1114 〒097-0101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野 6

利 尻 町 観 光 協 会
(0163)84-3622 〒097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形字緑町1 4 - 1

詳細はこちら

利尻島 観光 PR 広告

疲 れ きった 心 に沁みる

仕事に追われるサラリーマンや、育児や家事
に忙しい主婦など、日々の生活に疲れた人
たちが、次の休暇の旅行先に選びたくなるよ
うな、牧歌的で安らぎに満ちたデザインにし
ました。
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Ai 自主制作POSTER ポスター

インテリアポスター

インテリアと自己啓発の両立

アイデアがあっても行動に移さなければ
意 味 が ないという半 ば 説 教じ みたメッ
セージを、どこか脱力感のあるテイストに
落とし込むことで、インテリアとしてくど
くならないようデザインしました。
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Ai コンペティション
自主制作POSTER ポスター

“音楽著作物使用料” は JASRACによって徴収され、楽曲の権利者 (作曲家、作詞家等 )
へ分配されます。使用料の未払いや滞りは権利者の負担となるだけでなく、音楽創
造活動を阻害することにもつながります。JASRAC への音楽著作物使用料の支払は
毎月 20日です。事前に振替口座の残高を確認し、滞ることのないよう努めましょう。
万一滞納が生じた際にはいち早く解消願います。音楽著作物を利用する立場として、
健全な音楽文化の発展に協力しましょう。

「創造」を絶やさないために

音楽著作権を守るのは、
愛する音楽たちのため。

音楽著作権 啓発ポスター

守らせるのではなく、守りたくなる

啓発ポスターにありがちな辛辣なものにするのでは
なく、母性本能をくすぐるような優しいデザインに
することで、守らせるのではなく、見た人が自分か
ら著作権を守っていきたいと思えるようなポスター
を目指しました。
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CHAPTER 3

ロゴ



Ai 学校課題LOGO ロゴ

万博 ����

この万博を、人類の DNA に刻み込む

私たちの中にあるDNA は、時代とともに進化するこ
とで、環境や後天的要素により適応してきました。
世界中から英知が結集し、地球規模のさまざまな
課題に取り組むためにアイデアを交換し合う大阪万
博。それはきっと、人類全体の DNA に深く刻み込
まれ、進化のきっかけとなるはず。そんな思いを込
めてデザインしました。

リデザイン
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Ai 学校課題LOGO ロゴ

万博会場 大阪

活力を感じさせる赤色を採用した太い
曲線は、会場である大阪を象徴してい
ます。ロゴの中で一番大きいオブジェ
クトにすることで、大阪のプラットフォー
ムとしての安定感を表現しました。

人類共通の課題

人類が解決すべき共通課題の象徴として、
SDGs カラーを採用しました。大阪万博が
重視しているものを明確にするとともに、
大小 様々なカラフルな円形たちは、デザ
イン全体に躍動感と彩りを与えます。

最新技術やアイデア

不均一な長さにすることで、アイデアや
技術が飛び交っているようなスピード感
を表現しました。

DN A

大阪万博という場で、人類が解決すべき
共 通 課 題についてアイデアを交 換し合
う。そんな様子からDNA をモチーフにデ
ザインしました。

MOTIF
モチーフ

ELEMENT
要素



コンペティション
自主制作AiLOGO ロゴ

株式会社

スピーダブル株式会社

早期の課題解決

コンサルティングという業務内容から、親愛や課題
解決を表す握手をモチーフにデザインしました。ま
た右側の疾走感のあるあしらいは、社名にも込め
られている早期の課題解決という想いを、全体の
角ばった印象は、信頼感をそれぞれ表現しています。
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コンペティション
自主制作AiLOGO ロゴ

中城ヂゴレ

愛される地元感

手書き感のある歪さや、太めの黒線によっ
て、味のある親しみやすさを表現し、愛さ
れるブランドになるようデザインしました。
また、綺麗な花を咲かせるという特徴を大
きく取り入れることで、独自性も表現してい
ます。
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コンペティション
自主制作AiLOGO ロゴ

シックスパッド

活発さと可能性を感じさせる

赤色の五本の太い曲線はロゴ全体に活発さを与え、
挑戦を思わせるオレンジ色を用いたオブジェクトの
躍動感溢れるその形状は、先進性や革新性、健や
かさといった SIXPAD のブランドイメージを体現し
ています。そして信頼感を与える灰色を使用した∞
記号は、これからのブランドの無限の可能性を表して
います。
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Ai 学校課題LOGO ロゴ

COMING KOBE ����

うねるような熱狂

「震災からの復興への想い、神戸から世界への恩返
しの想い」をコンセプトとしたライブイベントであ
ることから、阪神・淡路大震災をきっかけに誕生
した BE KOBE のモニュメントを取り入れました。
また、ライブによる熱狂を、神戸が港町であること
からうねりを上げる波を用いて表現しました。

リデザイン
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STATION
CHAPTER 4

駅広告



Ai 学校課題STATION 駅 広告 Ps

���������� ������������� �

サカナクション ライブ告知

つい調べたくなる、含みのある広告

完全な暗闇の中で行われることが醍醐味の特
殊なライブの広告のため、暗闇がもたらす圧
迫感や緊張感、研ぎ澄まされた雰囲気を、広
告を出来るだけ少ない要素で構成し、黒を大
きくとることで表現しました。

車内吊り広告
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Ai 学校課題STATION 駅 広告

綺麗でしょ ? もっと近付いてごらん。
チョウチンアンコウ

ナショナルジオグラフィック

「もっと知りたい」を刺激する

対象の生物の魅力の一端を伝えることで、見
る人の「もっと知りたい」という知的好奇心を
くすぐるような広告を目指しました。

構内広告
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CARD
CHAPTER 5

カード



Ai 学校課題CARD カード

ハロウィンカード

貰った後部屋に飾りたくなる

落ち着いた配色と、うるさくなりすぎない
程度に加えられたイラストによって、部屋
にも馴染みやすいシンプルかつかわいいデ
ザインを目指しました。
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Ai 学校課題CARD カード Ps

12.20MON 24 FRI

ALL CD OFF10%
全国の店舗で

クリスマスを奏でよう。

ダイレクトメール

タワーレコード セール告知

チラ見でも言いたいことが伝わる

楽器を詰め込んだインパクトのあるリースでま
ず注目させ、重要な情報のみ記した見やすい
文章量にすることで、短時間しか見られなくて
も出来るだけ効果的に宣伝できるようデザイン
しました。
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BADGE
CHAPTER 6

バッジ



コンペティション
自主制作AiBADGE バッジ

痴漢は
犯罪です

私たちは泣き寝入りしません。

痴漢防止バッジ

痴漢を踏み止どまらせる

今まさに痴漢行為に及ぼうとしている手に、
罪の象徴ともいえる手錠をかけることで、加
害者になってしまう前に罪の意識や躊躇いを
与え、痴漢を踏み止どまらせられるようデザ
インしました。また、背景と文字の明度 差
を大きくすることで、視認性も高めました。
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最後までご覧いただきありがとうございました。


