
名刺  50,000円～

封筒 各種サイズ 40,000円～

便箋 各種サイズ 40,000円～

ショップカード Ａ6以下 60,000円～

POP Ａ5～A4　 40,000円～

中チラシ Ａ5～Ｂ4　両面 120,000円～

大チラシ Ａ3～Ｂ2両面 150,000円～

POSTER A1 サイズ 100,000円～

印刷
▶  ビジネスツール

POPマスターデザイン 指定サイズ 100,000円～

箱型パッケージ形状あり  80,000円～

箱型パッケージ形状無 難易度により応相談

３案以上提案

80,000円～

容器 応相談 40,000円～

▶  包装・包材
ショッピングバッグ  100,000円～３案以上提案

▶  販促ツール

ノベルティ 応相談 100,000円～

カタログ

A4パンフレット

単価/頁 16pまで 30,000円～

Ａ4 / 4頁　 12,000円～

タブロイド誌 8頁 　 240,000円～

▶  冊子パンフレット

AD・編集費別途

当社は、大きな広告代理店とは違い、予算や必要性に応じて、
最小限の人数で媒体を制作します。最適な「戦略」を元に、完
成度の高いデザインを制作、最大のコストパフォーマンスを
実現します。そのためには〈伝達企画〉「戦略」の「魅せ方」と、
〈表現〉「デザイン」の「見え方」の両方が高いレベルに達し
ていることが必須です。長年、作り手側、販売側の立場でデザ
インを見つめてきた経験値が他社とは違います。「かけたお
金のわりに効果が出ない」といった経験の方は、是非、事業
の販促企画からご相談ください。「魅せ方」と「見え方」の両
刃を持ち合わせた知見で解決に近づけます。

アートディレクション  300,000円～

デザイン費 実施デザイン料

基本構想一式

400,000円～

制作コーディネイター 一式 200,000円～

モデル撮影
▶  ブランドイメージビジュアル

イラスト ２点 200,000円～

モデル撮影費 10カット 500,000円～

スタジオ費 15,000-x 10hrs 150,000円～

照明機材等備品レンタル 5,000-x 10hrs 50,000円～

ロケバス 食事•雑費•交通費 100,000円～

画像レタッチ 5,000-x 10 100,000円～

モデル 一式 400,000円～

ヘアメイク 一式 200,000円～

スタイリスト 一式 200,000円～

その他 食事•雑費•交通費 100,000円～

2,900,000円～

アートディレクション  200,000円

本文頁デザイン費 25,000 x 8p

基本構想一式

200,000円

編集料 25,000 x 8p 200,000円

タブロイド
▶  8頁タブロイド誌

イラスト ２点 200,000円

商品撮影費 10,000 x 20pc 200,000円

スタジオ費 15,000 x 10hrs 150,000円

照明機材等備品レンタル 5,000-x 10hrs 50,000円

画像レタッチ 5,000-x 10 100,000円

その他 雑費 100,000円

1,400,000円

アートディレクション  200,000円

本文頁デザイン費 10,000 x 120p

基本構想一式

1,200,000円

▶  雑誌

本文フォーマット  50,000円

表紙周りデザイン (表紙・帯・カバー）

基本構想一式

150,000円

▶  書籍

ロゴ制作・簡易プラン

▶  キャンペーンロゴ

ロゴ

▶  ブランドロゴ

▶  ピクトグラム

キャンペーンなどに最適 30,000円

ブランドロゴBI 制作プラン 製品、店舗に最適 120,000円

企業ロゴ制作・総合プラン 企業ＣＩなど 300,000円

ピクトグラム10個 1セット 100,000円

形状指定・ロゴ支給

▶  看板サイン

景観・サイン

▶  商品プレゼンテーションブース

３案以上提案 80,000円

形状指定なし・総合デザイン 難易度により応相談 80,000円～

形状指定なし・総合デザイン 難易度により応相談 80,000円～

高い頻度で使用され、商品や会社などの印象をユーザーに
浸透させるためにとても有効です。シンプルで汎用性が高く、
インパクトのあるロゴデザインはブランディングにおいてと
ても 大きな効果を発揮します。
ロゴデザインは汎用性を重視するため、シンプルに仕上げ
ていきますが、作り手の純粋な造形力とセンス、アイデアの
みで完成度が決定してしまいます。当社では、お客様とのヒ
アリングを重視し、的確で完成度の高いロゴデザインをご提
案します。

３次元の世界で人々がよりスムーズに行動し、より快適に過
ごし、より豊かに生活できるように、視野角度やサイズなども
検証されなければなりません。近年ではデジタルサイネージ
やARなどテクノロジーが先行して、間違った設置場所や目
的に合わないコンテンツデザインをしているデジタルサイン
が非常に多く見えけられます。標識や看板などの表層面のデ
ザインから、ディスプレイ企画、商業ブース、インテリアサイ
ン、景観デザインや街づくり、タウンマネジメントまで、さまざ
まな角度から考えながら計画し設計いたします。近年、「お客
さまの視点からみた商業デザイン」という理想的なデザイン
ジャンルが登場し、それを WHOLEDESIGN と呼びます。

ロゴ (¥30,000円)

ショップカードなど1種 　 (¥50,000円)

▶ 街の商店街様用　特別料金5万円パック

ロゴ３案 (¥30,000円)

名刺 　 (¥50,000円)

▶ 街の商店街様用　特別料金10万円パック

ショップカード（診察券） 　 (¥60,000円)

DM(スタンプカード） 　 (¥80,000円)

基本契約A（売上10億以上） 年契約 100,000円/月

デザイン実費 通常料金50%

▶  デザインパートナーシップ

基本契約B（売上10億以下） 年契約 20,000円/月

デザイン実費 通常料金50%

基本契約B（売上1億以下） 年契約 10,000円/月

デザイン実費 通常料金30%

特別パック

【スペシャルパック】一式 10万
●ロゴオリジナルデザイン3案
　3案程提出した後、修正。

+ 名刺デザイン 
　3案程提出。上記ロゴも一部小さく使用。
　表面→肩書き、名前（名前書体オリジナル作成）
　裏面→MAP、営業時間等、必要事項。
　両面4色印刷。紙提案あり。
　数名分作成（表面差し替え）

+ + ショップカード(診察券）デザイン 
　3案程提出。表面上記ロゴのみ。裏面、名刺裏面と同様。
　両面4色印刷。紙提案あり。

+ + DM+ 地図作成
　裏面→完全オリジナル。写真は使用しません。
　　　完全なイラストをおこす場合もあり。
　　　DM原稿支給

+ 名刺＆カード印刷各300枚

+  その他印刷物（封筒・便箋）　サービス

VI パートナー
ものを作り、販売するだけでは、強いブランドにはることはで
きません。ひとつひとつのアイテムデザインサポートを積み
重ねながら、ブランディング・デザインをトータルでサポート
しています。視覚的なロゴ制作から始まり、ユーザー顧客が
目にする全てのアイテムのデザインをサポートします。


