
ブラック・デザイン
http://www.blackdesign.jp
/ブラック・デザイン webサイト
こちらのwebサイトでは、Black designの制作した最新の案件をご覧いただけます。
さらに、ブラウザ上で簡単にお見積もり・お問い合わせが可能な入力フォームや、
納期の目安・制作料金例・制作の流れなどのインフォメーション、
ほぼ毎日更新しているBlack design ブログへのリンクなどがございます。
ぜひアクセスしてみてください。

PR/AD/DesignDictionary
http://www.blackdesign.jp/blackhtml/dic_00.html
宣伝広告デザイン：専門用語辞典
グラフィックデザイン／広告業界のさらなる発展を願い、Black designは、
宣伝/広報・広告・デザイン業界でよく使われる用語を集めた、専門用語辞典を制作しております。
新しいメディアの用語なども迅速に対応し、項目を随時追加していきます。
どうぞお役立てください。宣伝広告デザイン辞典

PR/AD/DesignInformation
宣伝広告デザイン：情報源
http://www.blackdesign.jp/blackhtml/i_1.html
宣伝広告デザイン情報源

サイズ表やカラーチャート、書体見本や広告業界リンク、出力価格比較など
グラフィックデザイン／広告業界で有用な情報をまとめたポータルサイトです。
どうぞご活用ください。

・用紙サイズ表 ・Black design 特製フリー素材ダウンロード
・カラーチャート ・著作権フリー素材/フォント検索ページ
・書体見本帳、級数変換表 ・広告/デザイン業界リンク：連絡先イエローページ
・紙の種類、特性 ・印刷/出力センター：価格比較サイト
・紙の折り方向サンプル例 ・制作業務の仲介サービス
・世界の時差早見表 ・西暦/年号変換早見表
・順次、新情報を追加していきます

090-9859-1985
品川区西五反田5-26-10/302
http://www.blackdesign.jp
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Black design ｜ グラフィックデザイン製作プロダクション　
広告・パンフレット・カタログ・会社案内　制作アートディレクション</title>

ポスター,広告制作,新聞広告,雑誌広告,ウエブ制作 ロゴマーク,カレンダー,クリエイティブ,web,Flash

Black designでは、紙媒体の広告制作全般を承っております。
新聞雑誌広告からポスター、カタログ、パンフレットまで、お引き受けいたします。お気軽にご用命ください。
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ブラック【black】　

1.色の名。木炭・墨・煤のような色。黒色。
なにものにも染まらない色。

2.囲碁において黒い碁石。またそれを持つほう。
先に着手すること。先手。

3.物体の黒は、可視光線の領域中で
全ての波長の光を吸収する色である。

4.収益が支出を上回る経営状況。
収入超過額を黒のペンで筆記することに由来。黒字。

5.多数の人が集まっているさまを、髪の黒さから
「黒山の人だかり」と呼ぶ。

6.歌舞伎などで、黒装束を着用し役者の介添や
舞台装置を操作する人。黒子［くろこ］。ブラック・デザイン【Black design】

1.なにものにも染まらない中立なスタンスで制作。
自由な視点から、最適なデザインを導き出す。

2.先手必勝。定石にとらわれず、新しい広告アイデア
を実現し、いままでにないビジュアル表現を実現。

3.「商品にかける熱い想い」を全て吸収し、
訴求力の強い効果的なクリエイティブを提供。

4.確実に効果の上がる販促物を作る知識とノウハウ。
コスト対効果に優れた戦略で、販売向上を約束。

5.多くの人々に伝えることができる広告活動を支援。
話題性だけでなく、商品購買へのストーリーを描く。

6.「コミュニケーションの舞台」を
クライアントと共に作り上げる、裏方の存在。Colors of Black design

Black designは、あらゆる広告デザインをクリエイトする制作プロダクションです。
新聞・雑誌広告やポスター、カタログなど紙媒体広告から、webサイトデザインまで、
クライアントの業種や形態、ターゲットに最適化された広告戦略を提供していきます。

企画・制作
コンセプトを明確に具現化し、
ターゲット層への強い訴求力を持つ、効果的なコミュニケーションを開発、
告知する媒体ツールの選定なども、費用対効果も考慮してご提案いたします。

編集・デザイン
コンセプト／ビジュアル／コピーを高次元で調和させることで、
ねらった効果を的確に引き出すデザインを創り出します。

様々な制約の中で、最も効率的な紙面を構築し、最大限の効果を約束します。

撮影・イラスト制作
商品撮影、人物・モデル撮影、料理撮影、ロケ・出張撮影など多様な撮影に対応。
カメラマンだけでなく、スタイリスト、ヘアメイクなども豊富な人材から手配。
協力関係にあるイラストレーター陣により、あらゆるタッチのイラスト制作を承りま
す。

印刷
豊富な印刷知識を活かし、案件ごとに相見積を取ることで最適な印刷会社を選定。
コストパフォーマンスに優れた、高品質な印刷をご案内いたします。
変型サイズ/箔押し等の特殊印刷や、少部数のオンデマンド印刷など柔軟に対応します。

ワンソース・マルチユース
印刷物として完成したコンテンツを、クロスメディアで多用途に発展。
PDF形式のデジタルファイル、HTML形式のwebサイトなどにも活用することで、

世界観の統一されたブランディング構築が可能です。
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カタログ・パンフレット
効果的なカタログやパンフレットは、時には一冊で優秀な営業マンや販売員にも匹敵します。
商品の特長を分かりやすく効果的に伝えることは最低限の条件。それにプラスして求められるのは、
確かな存在感と魅力的なコンセプト、それを具現化するクリエイティブ・レベルの高さです。
高度な編集・デザイン能力を有し、制作のノウハウが豊富に蓄積されたBlack designは、
費用対効果の高いカタログ・パンフレット制作を実現します。
Black designでは、デザイン制作の受注だけでなく、
撮影・イラスト・コピーライティング、印刷なども受注可能です。
各案件ごとに、フレキシブルに対応させていただきます。

会社案内・広報誌
会社案内は「企業の顔」と言うべきものです。
組織がもつコンセプトを明確に提示し、伝えるべきメッセージをしっかり伝達し、
強い印象を与える効果的な冊子をまとめるためには、柔軟で高度な制作能力が不可欠です。
Black designは、デザインや編集、印刷・撮影などの知識をフルに活用する事で、
ワンランク上のクオリティを持つ、会社案内の制作を担当させていただきます。

広報誌やPR誌・フリーペーパーなど、継続して発行されるメディアで重要なポイントは二つ。
第一に、飽きることなく毎号読んでいただくこと。そこで必要になるのは「編集者の視点」。
第二に、読者を購買行動へと誘導できること。それには「広告制作者の感性」が重要。
まさに、企画立案から取材・編集、デザイン制作まで一括受注できるBlack designの本領発揮です。
既存誌のリニューアルはもちろん、ゼロからの新創刊もお任せください。
印刷された冊子だけでなくPDFファイルもご用意しますので、
webサイトからのダウンロードや、メールに添付ファイルなど、多彩な展開が可能です。
Black designでは、デザイン + 印刷を一括して受注可能。
協力関係にある印刷所から相見積をとることで、
コストパフォーマンスに優れた、高品質な印刷を実現します。

SPツール・パッケージ
SPツールは、店頭・売場の最前線に置かれることで「最後の販売促進物」という役割を持ち、
顧客の購買行動と売上に対して、多大な影響力を保持しています。
効果的なSPツールを開発するために重要なことは、
認知から購買までのストーリー全体を見渡し、様々なツールに的確に落とし込む展開力、

そして売り場全体をトータルにプロデュースする総括力です。
パッケージデザインに必要となるのは、特性や魅力を強くアピールする「商品の顔」を持つ事、
そして陳列棚ではパッケージ自身がセールスマンとなって顧客に語りかけ、
購入後は顧客満足度をアップさせることで、リピート購買を狙うことが挙げられます。
Black designは、様々な業種の商品を担当した経歴を存分に活用することで、
SPツール・パッケージを総括してプロデュースする効果的なプランをご提案し、
売り場環境をトータルにデザインさせていたします。
平面デザインだけに留まらず、POP・什器・パッケージなど立体形状のご提案も可能です。

新聞広告・雑誌広告
新聞広告に対する一般消費者の信頼感は極めて高く、出稿する事により
ブランド認知度や商品・会社のステイタスは大幅に向上し、極めて大きな宣伝効果が得られます。
雑誌広告は、特定の趣味な嗜好・ライフスタイルを持つターゲットに対し強く訴求することが可能で、
専門的な内容を伝えることができ、毎号掲載する事で反復効果が期待できます。
新聞・雑誌などのマス広告には強力な訴求力が要求され、
優れたアイデア発想と、それを誌面に落とし込む表現力が必要です。

Black designでは、各メディアの特長を踏まえ最適な媒体をご案内するとともに、
媒体ごとに異なる様々な条件や制約の中で、効率的なビジュアルを構築し、
ターゲットに対して最大限の効果を得る事をミッションとしております。
B to Bを対象とした業界紙への広告や、記事広告などの制作もお任せください。

ポスター・交通広告
ポスターはグラフィックデザインの花形とも言える媒体です。
印刷された一枚の紙、という極めてシンプルな土俵の上で、
ビジュアルインパクトの強さを競うことは、デザイナーとして最上の喜びであります。
Black designでは、顧客層に合致したインパクトある切り口と、ターゲットが知りたい充分な情報性、
そして購買行動への素早い対応性を重視することで、強い訴求力のビジュアルを実現します。
ポスター、交通広告をはじめ、ビルボード、スポーツ施設広告・商業施設広告などは、
すべてOOHメディアと呼ばれます。［Out-of-Home、家の外のメディアの意味］
OOHメディアは一瞬で伝達するデザインが極めて重要で、「3秒で勝負」ともよく言われます。
Black designでは、各種メディアの特長について熟知することで、
「視覚的な強さ」と「伝達すべき内容」のバランス感覚に非常に優れており、

狙った効果を的確に引き出すクリエイティブプランをご提案します。
サイズや必要部数に応じて、最適な印刷・出力方法も御提示させていただきます。
大判インクジェットプリンタ等の利用で、ポスターを1枚からでも出力可能。
ラミネート加工やパネル加工もできますので、展示パネルとしてもご利用いただけます。

シンボルマーク・CI
商品やキャンペーンのロゴタイプ、起業した会社や新しい店舗のシンボルマークなどを、
Black designでは、オーダーメイドで制作いたします。
事業内容や哲学・理念などから構築したコンセプトを柱に、視認性・視覚設計への考慮、
他ツールへの展開など、多方面から計算されたデザインをご提示いたします。
CI（コーポレート・アイデンティティー）とは、企業がもつ特徴や理念を体系的に整理し、
簡潔に表したもの。基本要素は、社名/ブランド名、社章/ブランドのロゴマーク、コーポレートコピー。
VI（ビジュアル・アイデンティティー）とは、企業の活動や企業理念というCIを、
ロゴタイプ／キャラクター／デザイン体系など企業コミュニケーション要素を統一して、
明確で具体的に視覚化し、一目でその企業だとわかる形に表現したもの。
Black designは「企業の顔として発展とともに成長していくCI・VI」をご提案をさせて頂きます。
CI・VIに附随する制作物を、Black designは一括して受注させていただきます。

一例：起業コンセプト立案、社名立案、ロゴマークデザイン、キャラクターデザイン、
キャッチフレーズ、企画書作成、名刺デザイン、看板・プレートデザイン、車両デザイン等。
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3D CG/景観・イラスト制作
高度な機能を持つ最新バージョンの3D作成ソフトと、
高速な演算能力を発揮する最新鋭のMacintoshコンピュータを活用する事で、
フォトリアリスティックな3D CG画像を作成いたします。
商品のCADデータなどを元に立体モデリングすることで、
撮影と同等レベルのイメージ画像を制作することが可能ですので、
試作品制作費や撮影費などの低減、さらに短納期に貢献できます。
大気や雲、岩や海面などを極めてリアルに表現することが可能で、フォトリアルな景観作成に対応。
撮影が不可能な地形のビジュアル化や、合成用の背景素材としての活用もご提案できます。
イラスト・挿し絵・キャラクターなどの制作にも、柔軟に対応させていただきます。
協力関係にある多数のイラストレータ陣により、多彩なタッチのご提案が可能、
さらに3D CGを駆使したイラスト・キャラクター制作にも対応いたします。

使用機材

最先端の機器を常に導入することで、品質の向上と効率化を実現し、
進化を遂げるテクノロジーに対して柔軟に対応。
さらに安定して動く旧機種をバックアップとして維持する事で、
安定した制作環境も保持。高度なデジタル制作ワークフローを実現しています。
○コンピューター OS 9 / OS X 双方に対応、データ確認用にWindowsも用意
・Macbook Black intel Core Duo 2GHz
・eMachines N2245 Celeron-2.2GHz / Windows XP
・Macintosh G4 1GHz Dual・eMAC 1Ghz・iBook 900MHz
○プリンタ A3ノビ、Postscript出力に対応
・XEROX Color Laser Wind 3320PS（カラーレーザー）
・EPSON LP-8100（モノクロレーザー）・ALPS MD-2300S
○デジカメ デジタル一眼レフ所有で、簡易撮影にも対応
・Canon EOS kiss Digital（630万画素）・Finepix 4800Z
○スキャナ A3サイズの反射原稿、透過原稿、フィルムスキャンに対応
・EPSON GT-9800F　・EPSON ES-6000H
○記録メディア ・640MO　・Super drive（DVD-R/CD-R）
・スマートメディア等各種デジカメ用メモリカード
○ソフトウエア OSXへの移行準備を進めております。
・Adobe Illustrator 8.01J / 9.0J / CS
・Adobe Photoshop 6.0J / 7.0J / CS
・Quark XPress 3.3J・Adobe Indesign 2.0 / CS
・Shade9 ・Vue6 ・Poser7・Adobe Acrobat 5.0 / 6.0
　　 ・Macromedia STUDIO 8 (Dreamweaver/Flash/Fireworks)
・Microsoft Office 2001/ X・その他、多数
○フォント モリサワ基本書体をはじめ、RYOBI、NIS、DYNA FONT等
多数の和文書体と、相当数の欧文書体を所有。
○ネット接続 ・ADSL 常時高速接続
○素材フォト 著作権フリー素材フォトCD多数
○外部ブレーン 多数の協力先を抱え、規模に応じたチーム編成が可能

受賞歴

平成7年9月 京都広告賞 商工会議所会頭賞受賞
平成8年9月 JAGDA デジタル名刺デザイン展 株式会社竹尾賞受賞
平成13年7月 ラフォーレ原宿のポスター等の制作にデザイナーとして参加。
「広告批評」誌2001年12月号69頁に「01年広告ベストテン」として掲載。
「ARCHIVE」誌2001年vol.6の110頁に掲載。

制作業種・クライアント

●製造業
　○食料品 ・ネスレ・アサヒビール・味の素・AGF
・キッコーマン・マルハ
　○精密機器 ・intel・エプソン販売・ユピテル
・岩崎電気・A&D
　○家具・装備品 ・アクタス・シモンズベッド
・新明和リビテック
　○ゴム製品 ・ブリジストン
　○医薬品 ・第一製薬
　○服飾・繊維 ・Goldwin
　○化学・ガラス ・積水科学・帝人
　○その他 ・モルトベーネ・アピカ
・JT・コールマン・水道機工
●サービス業
　○情報・通信 ・au・NTTデータ・ドコモ・日本テレビ
・読売出版・bea・MCI
　○飲食業 ・日本マクドナルド
　○レジャー ・ユニバーサルピクチャーズジャパン
・タイトー
　○人材派遣 ・宣伝会議／マスメディアン
　○コンサル ・ベリングポイント
　○信販 ・VISA
　○イベント ・shots・mirrorball
　○教育 ・イフ外語学院
　○その他 ・セコム・たき工房・SOK
●小売業 ・ラフォーレ・ダイエー・駅ビルPORTA
・横浜そごう
・新横浜プリンスぺぺ・AEON・COX
●金融・保険業 ・三井住友銀行・岡三証券
・野村証券・メリルリンチ証券
・アリコ・東京海上・三井海上
・安田火災・アコム
●建設・不動産 ・コクド・西武不動産・積水ハウス
・住友林業・エイブル
●運輸関連業 ・エールフランス・京急
●官公庁 ・国税庁
以上、多種多様な業種の広告制作に携わっております。

概要

屋号
Black design ［ブラック デザイン］

理念
Black designは、グラフィック・デザインのプロダクションとして存在する。
全ての企業が、自社の宣伝広報活動を、効率よくクリエイティブに進める
サポートをすることをミッションとする。

代表
宇賀神 崇伸 ［ウガジン タカノブ］

事業内容
広告・宣伝に関する企画及びグラフィック・デザイン制作
販売促進の企画及びデザイン制作、PR・IR企画の立案及び実施
トータル・コミュニケーション・プランの作成と実施

受注業務
●印刷物全般の企画・制作・デザイン
○カタログ・パンフレット ○新聞広告・雑誌広告
○会社案内・広報誌・PR誌 ○シンボルマーク・ロゴタイプ
○ポスター・POP・DM等、各種販促物 ○パッケージデザイン
○コピーライティング、撮影 ○印刷（多様な印刷に迅速対応）
○3D CG制作、アニメーション、イラスト制作・キャラクター開発業務
○webサイト（SEO・SEM）、Flash制作 ○販促・PR・IR企画立案、実施
○その他、広告・宣伝に関する企画・デザイン制作全般

沿革
代表の宇賀神は、大手広告代理店である株式会社"電通"のディレクションのもとで、グラフィック広告全般の制
作を手がけるプロダクションに在籍し、メジャークライアントのグラフィック広告制作を多数手掛ける。
その後、外資系広告代理店"ユーロRSCGジャパン"のクリエイティブ部にも在籍。ワールドクラスのクリエイティ
ブについて学ぶとともに、多数のキャンペーン広告制作に携わる。
Black designは平成15年4月設立。総合的なグラフィックデザインのプロダクションとして発足。創立より一貫
して紙媒体の印刷物の制作を受注。多くのクライアント様に好評をいただく。常に受注業務の拡大を考え、お客
様のビジネスマーケティング活動を包括的にサポートします。

特色
現在までに、様々な業種のクライアントの広告制作に関わってまいりました。常に創造的な思考を持ち、好奇心
を忘れず、密度の濃い業務経験を通じ、積極的にクリエイティブに取り組んでおります。アイデアを思いついて
から、それを具体化する能力に、非常に優れています。

料金体系
案件ごとに、見積もりをさせていただきます。
Black designサイト上の無料見積もりフォームをご利用いただけましたら、
12時間以内（営業時間内）に見積もりを返答させていただきます。

コンプライアンス
Black designは、コンプライアンスを単に法令遵守や社会秩序を乱さないという意味だけでなく、「よりよき社
会人であるために求められる価値観・倫理観に基づいた行動」と定義しており、それを実践するものです。
1. 法令等（法規範）を遵守した行動
2. 内部規則を遵守した内部管理・リスクマネジメント的行動
3. 倫理や社会規範等（倫理規範）に則した行動
4. 独自の価値観・倫理観に基づく行動の実現
5. 自ら厳しく自己管理できる自律的な組織風土の醸成
6. 透明性の確保による適切な牽制関係の確立
7. 内部のみならず、外注先などに対しても尊守を教育・促進

加入団体
社団法人 日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）正会員
東京商工会議所
チーム・マイナス6％
東京都中小企業振興公社 東京デザイナー登録

取引銀行
三井住友銀行　築地支店
東京三菱UFJ銀行　目黒支店
みずほ銀行　西新宿支店

ブラックデザイン　http://www.blackdesign.jp

Black design ｜ グラフィックデザイン製作プロダクション　
広告・パンフレット・カタログ・会社案内　制作アートディレクション</title>

ポスター,広告制作,新聞広告,雑誌広告,ウエブ制作 ロゴマーク,カレンダー,クリエイティブ,web,Flash

Black designでは、紙媒体の広告制作全般を承っております。
新聞雑誌広告からポスター、カタログ、パンフレットまで、お引き受けいたします。お気軽にご用命ください。


