


スキンケア
ライン商品



新聞広告5段

新聞広告5段

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・新聞広告



B4 折込チラシ（表）

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・折込チラシ

（裏）

B4 折込チラシ（表）

（裏）



株式会社 富士フイルム
アスタリフト ・同梱DM

A4 2つ折り（表）

（裏）



A4 3つ折り（表）

株式会社 富士フイルム
アスタリフト ・本品引き上げ1-45R DM

（裏）



株式会社 富士フィルム
アスタリフト ・eDMパソコン

1-45_eDM_PC 1-45_eDM_SP 1-45_eDM_LP

・eDMスマホ ・ランディングページ



A4×6P（表）

株式会社ユーグレナ
B.C.A.D. ・8日頃DM

（中面）



ハガキサイズ×6P（表）

株式会社ユーグレナ
B.C.A.D. ・定期引き上げDM

（中面）



A4 チラシ（表）

株式会社ユーグレナ
B.C.A.D. ・定期引き上げチラシ

（裏）



株式会社 アイム
ライスフォース ・折込チラシ

B4折込チラシ （表）

（裏）



B4 折込チラシ

・折込チラシ
第一三共ヘルスケア株式会社

ダーマエナジー



B4 折込チラシ

・折込チラシ
第一三共ヘルスケア株式会社

ダーマエナジー



新聞5段

・新聞広告
第一三共ヘルスケア株式会社

ダーマエナジー



新聞15段

・新聞広告
第一三共ヘルスケア株式会社

ダーマエナジー



・新聞広告
第一三共ヘルスケア株式会社

ダーマエナジー

タブロイド



製品紹介ブック A4×12P

株式会社ハイサイド・コーポレーション
デ・エイジ ・製品紹介ブック



お手入れブック A5×4P

・お手入れブック株式会社ハイサイド・コーポレーション
デ・エイジ



スキンケア
ヒーロー商品



B4折込チラシ（表）

（裏）

株式会社ドクターフィル コスメティクス
フィルナチュラント ・折込チラシ



B4折込チラシ（表）

（裏）

株式会社ドクターフィル コスメティクス
フィルナチュラント ・折込チラシ



B4折込チラシ（表面A）

B4折込チラシ（表面B） B4折込チラシ（表面C）

株式会社FANCL
ビューティブーケ ・折込チラシ



B4折込チラシ（裏面共通）

B4折込チラシ（表面D）

株式会社FANCL
ビューティブーケ ・折込チラシ



新聞記事広告15段

株式会社FANCL
ビューティブーケ ・新聞記事広告



新聞純広告15段 新聞純広告15段

株式会社FANCL
ビューティブーケ ・新聞純広告



株式会社 富士フイルム
アスタリフト ・休眠DM

A4 3つ折り（表）

（裏）



株式会社 富士フィルム
アスタリフト ・eDMパソコン ・eDMスマホ ・ランディングページ

デスティニー
商品訴求_eDM_PC

デスティニー
商品訴求_eDM_SP

デスティニー
買い場LP_PC

デスティニー
買い場LP_SP



新聞広告 半5段

B4折込チラシ（表）

（裏）

株式会社ニッピコラーゲン化粧品
スキンケアクリーム ナノアルファ

・雑誌広告・折込チラシ



スキンケア
オールインワン



株式会社 J コンテンツ
フィトリフト ・折込チラシ

B4 折込チラシ（表）



株式会社 J コンテンツ
フィトリフト ・折込チラシ

B4 折込チラシ（表）

B4 折込チラシ（裏）



新聞広告 15段

株式会社ユーグレナ
ONE ・新聞広告



スキンケア
その他



ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria ・離脱防止リーフレット

B5×4Pリーフレット（表）

（中）

B5×4Pリーフレット（表）

（中）



ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria ・離脱防止リーフレット

B5×4Pリーフレット（表）

（中）

B5×4Pリーフレット（表）

（中）

B5×4Pリーフレット（表）

（中）



B3 ４つ折り（表）

B3 ４つ折り（表）

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・定期顧客同梱リーフレット

（裏）

（裏）



A3×4P

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・顧客対象 季節限定リーフレット



別冊 A4×12P

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・顧客対象 同梱冊子



メイクアップ



WEBサイト　美容情報 （アイシャドー）（TOP）

（チーク） （リップ）

株式会社ちふれ化粧品
・WEBサイト（美容情報  ・TOP・下地・ファンデーション・アイブロー
　　　　・アイシャドー・アイライナー・マスカラ・チーク・リップ）



プレスリリース素材 （夏）

（冬）

株式会社ちふれ化粧品
・撮影ディレクション
（・プレスリリース素材　・ネイルチップサイト素材）

ネイルチップサイト素材



育毛・ヘアケア



コンディショナー シャンプー エッセンス

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・パッケージ



新聞15段

新聞5段

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・新聞広告

新聞5段

新聞15段



新聞5段

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・新聞広告



ハガキサイズ×6P（表）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・定期促進ローリングDM

（裏）



A4（表）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・顧客同梱ツール「育毛ラボ」

（裏）

A4（表） （裏）

A4（表） （裏）



A4（表）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・顧客同梱ツール「育毛ラボ」

（裏）

A4（表） （裏）

A4（表） （裏）



利用促進A4チラシ（表）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・利用促進チラシ

（裏）

利用促進A4チラシ（表） （裏）



B5×6P（表）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・シャンコンパンフレット

（裏）



A4×4P（表）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・十字折り商品パンフ

（中面）



ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

A4×6P（表）

・リニューアル商品カタログ

（中面）



B5×28P

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・2019育毛BOOK



B5×28P



A4チラシ（表） （裏）

A4チラシ（表） （裏）

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・大容量ボトルのご案内



ライオン株式会社
Fleuria ・ミニボトル引き上げちらし

A4チラシ（表） （裏）



輸送箱天面＆側面

輸送箱天面を開けたところ＆側面

ライオン株式会社 ウェルネス・ダイレクト事業本部
Fleuria

・輸送箱



タケダコンシューマーヘルスケア株式会社
MIYABIKA ・折込チラシ

B4 折込チラシ（表） B4 折込チラシ（表）

B4 折込チラシ（表） B4 折込チラシ（表）

B4 折込チラシ（表） B4 折込チラシ（表）



タケダコンシューマーヘルスケア株式会社
MIYABIKA ・折込チラシ

B4 折込チラシ（表） B4 折込チラシ（表）

B4 折込チラシ（表） B4 折込チラシ（裏共通）



タケダコンシューマーヘルスケア株式会社
MIYABIKA ・ランディングページ

LP_PC LP_SP



・ボトルデザイン・化粧箱ホーユー株式会社
ハーバルスピリット
   

ボトルデザイン

ボトル化粧箱



・ボトルデザイン・化粧箱・サプリ化粧箱・サプリパウチ・輸送箱ホーユー株式会社
ハーバルスピリット
   

郵送箱

サプリ化粧箱



商品カタログ A5×16P

リーフレット 8P

・商品カタログ・リーフレットホーユー株式会社
ハーバルスピリット
   



・折込チラシホーユー株式会社
ハーバルスピリット
   

B4 折込チラシ （表）

折込チラシ B4  （裏）



B4折込チラシ （表A）

（裏）

株式会社イマージュ
 LPLP ・折込チラシ

（表B）



株式会社イマージュ
 LPLP ・折込チラシ

B4折込チラシ （表）

（裏）



花王プロフェッショナル・サービス株式会社
LABEAUTY ・営業ツールリーフレット

リーフレット（210×210mm）×4P（表）

（中面）



ヘンケルジャパン株式会社
beology ・キービジュアル開発

Base Key Visual（店頭ボードW600×H300mm）

Oil Grow Key Visual（スマフォサイズ W672pix×H381pix）



健康食品
Beauty



新聞5段

大塚製薬株式会社
EQUELLE ・新聞5段



新聞15段

・新聞15段
大塚製薬株式会社
EQUELLE



B5×12P

再春館製薬所
飲むドモホルンリンクル＆めぐりの結晶 ・同梱冊子



再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・初回カタログ

B5×20P



B5×20P

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・初回カタログ



第一三共ヘルスケア株式会社
オールビューティイン

・アクイジションチラシ

 B4 アクイジションチラシ（表）

（裏）



・引き上げチラシ
第一三共ヘルスケア株式会社
オールビューティイン

B4 引き上げチラシ（表）

（裏）



・株主チラシ

B4 株主チラシ（表）

（裏）

第一三共ヘルスケア株式会社
オールビューティイン



・DM

B4 ローリングDM（表）

（裏）

第一三共ヘルスケア株式会社
オールビューティイン



健康食品
その他



B4 折込チラシ（表）

B4 折込チラシ（裏）

・折込チラシカルピスウェルネス株式会社
ココカラケア



新聞広告15段

カルピスウェルネス株式会社
ココカラケア

・新聞広告



B4 折込チラシ（表）

カルピスウェルネス株式会社
ココカラケア ・折込チラシ

（裏）

（裏）B4 折込チラシ（表）



森永乳業株式会社
ビースリー ・新聞広告

新聞広告 5段



B4折込チラシ （表）

（裏）

雪印メグミルク株式会社
MBP ・折込チラシ



DM  A4×6P

挨拶状封筒

雪印メグミルク株式会社 ・休眠DM　・封筒　・挨拶状



別冊 B5×16P

再春館製薬所
ドモホルンリンクル ・顧客対象 同梱冊子



株式会社 ユーグレナ ・商品ブック

商品ブック A5×16P



女性向け
商品



店頭リーフレット

・店頭リーフレット
花王株式会社

リリーフ ふんわり吸水ナプキン



B4折込チラシ_シーズン1 （表）

B4折込チラシ_シーズン2 （表）

（裏）

・折込チラシ
花王株式会社
吸水セーフティ



ランジェリーカタログ A4_28P

・ランジェリーカタログ
株式会社 DHC

ラブ・ランジェ・リュクス



通販商品



B4 折込チラシ（裏）

UCC上島珈琲株式会社
世界のコーヒーお届け便

・折込チラシ

B4 折込チラシ（表）



B4 折込チラシ（裏）

UCC上島珈琲株式会社
世界のコーヒーお届け便

・折込チラシ

B4 折込チラシ（表）



ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・挨拶状　・製品カタログ

挨拶状 （表） （裏）

製品カタログ（8P）



ブランドブック（16P）

ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・ブランドブック



ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・商品同梱チラシ

（表）鹿肉フード新発売チラシ （裏）

（裏）

（裏）

（表）定期便mini新登場チラシ

（表）定期便チラシ



ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・DM

10日後DM

20日後DM

鹿肉新登場DM



（裏A）

本品お届け 宛名 兼 挨拶状 210×210 （表）

（裏B）

（裏C）

ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・挨拶状



新聞広告 5段

新聞広告 15段

ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・新聞広告



ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・ブランドサイト

ブランドサイト　 （TOP） （4つのこだわり）



（Q&A）ブランドサイト　

ペットフード工房株式会社
ドッグフード工房 ・ブランドサイト

（お客様の声）




