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SONY 360 Real i ty  Aud io連携 ライブ視聴アプリ

UIデザイン
制作：2021年8月［制作期間 約40日］
仕様：日・英語版 各13画面　使用アプリケーション：Figma
担当：アートディレクション／デザイン／アイコン制作／3D CG制作

SONY 360 Real i ty  Aud io Website掲載

CGグラフィック制作
制作：2021年 7月［制作期間 約30日］
使用アプリケーション：Autodesk Fusion 360
担当：アートディレクション／デザイン／3D CGグラフィック制作
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UI design &CG graphics



ウェブデザイン ページデザイン編集／HTML, C SSカスタマイズ（コーディングはWeb編集アプリケーション（BiNDup）を使用）

■ SONY〈360 Reality Audio〉
https://www.sony.co.uk/electronics/360-reality-audio/

※レイアウトおよびコーディングは
　SONY開発アプリのテンプレートを使用

■ AsianNeo
〈国立成育医療研究センター内 アジア新生児医療ネットワーク〉

https://asian-neo.org/

■ 黒豚あじと〈飲食店〉

■ NCPR：新生児蘇生法普及事業〈英語版〉

■ club HARLEM

■ 日本周産期・新生児医学会〈英語版〉

https://www. ncpr . jp /eng/

https://www.jspnm.com/Eng/

http://www.harlem.co.jp/

http://www.kurobuta-ajito.jp/
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web design
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開幕時 媒体向け配布冊子

Ｊリーグ ガイドブック
制作：2004年～ 毎年［制作期間 約30日］

仕様：A4 16～24頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集／作図・作表
　　　フォトコラージュ･色調補正／3D CG制作
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sports graphics



Ｊリーグ 海外向けガイドブック
制作：2016年～ 毎年［制作期間 約14日］

仕様：A5横 ８頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集／作図・作表
　　　フォトコラージュ･色調補正
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媒体向け配布冊子

Ｊリーグ 15周年記念 メモリアルブック
制作：2009年２月［制作期間 約40日］

仕様：A4 64頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集／作表
　　　フォトコラージュ･色調補正

JRFU｜日本ラグビーフットボール協会

2020-2021アニュアルレポート
制作：2021年 6月［制作期間 約40日］

仕様：A4 80頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集／作表
　　　フォトコラージュ･色調補正

掲載先
https ://www. rugby -japan. jp/jr fu/business/
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http://www.r
https://rugby-japan.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/file/html/146389_60ee7c7aa306f.pdf


Ｊリーグ スポンサーセールスシート
制作：2001年12月［制作期間 約20日］

仕様：A4 18頁 オリジナルバインダー

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集
　　　作図・作表
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フリーペーパー 月刊誌
制作：2008年３月～2014年３月［制作期間 約14日］

仕様：A4 24頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集
　　　撮影ディレクション／写真合成･色調補正

■合成元素材

■合成元素材
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entertainment graphics & composite photo



■合成元素材

■合成元素材
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FLYER制作
制作：1992年2月～
https ://salon. io/camel-df/ f lyers

enter_2019_SS
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https://salon.io/camel-df/flyers


SUMMER SONIC 2019
制作：2019年 7月［制作期間 約20日］

■イベントブース タイトルパネル デザイン制作

■イベントブース タイトルパネル デザイン制作

■20周年グラフィック壁面掲載ポスター デザイン制作 ■20周年グラフィック壁面掲載ポスター デザイン制作

■各ステージ タイムテーブル デザイン制作

舞台公演 パンフレット･ポスター･フライヤー
制作：2015年11月［制作期間 約20日］

仕様：A4 32頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集
　　　タイトルロゴ制作／写真合成･色調補正

■フライヤー ■合成元素材
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舞台公演 パンフレット･ポスター･フライヤー
制作：2018年６月［制作期間 約20日］

仕様：A4 32頁

担当：アートディレクション／デザイン／DTP編集／図版制作
　　　タイトルマーク制作／写真合成･色調補正

■フライヤー ■CD盤面
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C I, ロゴマーク

■ 川崎駅前 商業施設

■ デンタルクリニック ■ 郵便輸送会社〈名古屋〉 ■ 新生児医療組織

■ ナイトクラブ〈渋谷〉

■ 舞台プロデュースユニット ■ 劇中 校章〈森野高校〉

■ フラワーショップ■ プランニング会社

■ ナイトクラブ 周年ロゴ〈渋谷〉■ プロバスケットボール協会〈2007-2016〉

T E T R A

■ 劇中 校章〈虹川高校〉

corporate identity
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■HPプレスキット［デザイン・レイアウト／DTP編集］ ■U20世界ラグビー選手権（’09） 広告・リーフレット等［メインヴィジュアル・デザイン制作］

■配信システムMailPublisher 広告制作［アートディレクション･デザイン／図版制作］

■CD/ DVDジャケット制作
 ［アートディレクション･デザイン
     タイトルロゴ制作］

■PR会社 ZST 広告制作
［アートディレクション／コピーライティング］

other categories
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飲食店 DM
担当：アートディレクション／デザイン
　　　写真撮影／合成･編集
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山のくじら舎

商品カタログ
担当：デザインレイアウト
　　　DTP編集
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不動産関連 タウンマップ／エリアガイド
制作：制作期間 約14日

担当：MAP制作・トレース／デザイン･レイアウト
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