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CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : NOSIGNER 5W1H ウェブサイト

NOSIGNER 5W1H WEB NOSIGNER

NOSIGNER

WEB

2006/01

Web development, Flash development, Programingウェブデベロップメント、Flash デベロップメント、
プログラミング

NOSINGER の初期のウェブサイト。重力制御により、
アルファベットのついた球体が自由に跳ね回る。サ
イズ順、アルファベット順、年代順などのソート機
能で、跳ねながら整列するなど、コンテンツがまる
で生きているかのような動きをみせる。JWDA Web 
Design Award グランプリを受賞。

Teamed with NOSIGNER to create a visual utility that reflects 

life, and a new organization system for his site. Simulates 

gravity to display contents jumping and falling in a design that 

is both innovative and functionally organized. Awarded the 

JWDA Web Design Award Grand Prix.



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

-

VFS

WEB

2007/06

Creative direction, Art direction,Web design, Interface 

design, Flash development, Programing

クリエイティブディレクション、アートディレクショ
ン、ウェブデザイン、インターフェイスデザイン、
Flash デベロップメント、プログラミング

IDEATTACH は、オンラインで、マインドマップ形
式で、言葉を打ち込み繋げていくことができる。そ
れに加えて、関連するリンク、写真、ビデオを検索
し、マップの中に入れ込むことができる。これにより、
グラフィカルで何度でも繋ぎ直せるインターネット
と融合したマインドマップが実現した。 Vancouver 
Film School の 卒 業 制 作 の 中 で、Best Interaction 
Design Award を受賞した。

Awarded VFS Best Interaction Design. Ideattach is the 

brainstorming tool. It uses network theory and object 

programing to allow data wrangling.

アイデアッタチ　オンラインブレインストーミングツール

Ideattach





CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Web design, Graphic designウェブデザイン、グラフィックデザイン

Worked for one year on a team exclusively dedicated to Re-

branding Proactiv, which is an over the counter acne treatment, 

often seen in Guthy-Renker infomercials.  

Guthy Renker

BLASTRADIUS

WEB

2007/10プロアクティブ　ニキビのスキンケア化粧品

Proactiv

主ににきび治療等の化粧品を販売するガシー・レン
カーの国際的なブランド。PROACTIV のアメリカ本
社のサイトをブランディング、ウェブデザイン。



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Web development, Flash development, Programingウェブデベロップメント、Flash デベロップメント、
プログラミング

NOSIGNER

NOSIGNER

WEB

2008/09

黄金比分割をコンセプトにした NOSIGNER のウェ
ブサイト。黄金比の長方形を分割していき、さらに
その中に黄金比が描かれていく。無限の GOLDEN 
SPIRAL を描きながらコンテンツを見つけていく神
秘的なサイト。

Teamed with NOSIGNER to redesign his website. Used 

'Golden Ratio' rectangles with zooming and spiraling to create 

a design that displays contents on one side of a rectangle and 

menu options on the other. Clicking a menu option turns the 

recangle on its side and zooms the inner rectangle to the same 

size as the original. This creates a fractal with infinite potential 

for depth.

NOSIGNER Golden Ratio ウェブサイト

NOSIGNER Golden Ratio Web



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

PEMCO

BLASTRADIUS

WEB

2009/08

Web  design, Interface designウェブデザイン、インターフェイスデザイン

ペムコ　シアトルの保険会社

シアトルを拠点に展開する保険会社 PEMCO のウェ
ブブランディングプロジェクト。ノースウェス
タンスタイルを軸にブランドイメージを構築した。

Designed a web service site for Pemco, which is an American 

personal-lines mutual insurance company based in Seattle. 

The branding for the website was inspired by Northwestern 

aesthetic style.

PEMCO



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Web design, Interface designウェブデザイン、インターフェイスデザイン

Designed Nintendo DSi web site for Wii FIT PLUS, which is 

a fitness video game by Nintendo for the Wii console. The 

unique challenge was making the website compatible with the 

double display screen on the DSi platform.

Nintendo Dsi 用の Wii Fit Plus のウェブサイト。DS
のダブルディスプレイに特価したレイアウトを デザ
イナーとしてインターフェースデザインに従事した。

Wii Fit Plus DS 用ウェブサイト

WEB

2009/10

NINTENDO

BLASTRADIUS

Wii Fit Plus for Nintendo DS



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

WEB

2010/04

-

-

www.affinitycombined.com

Creative direction, Art direction, Web design, Flash 

development
クリエイティブディレクション、アートディレクショ
ン、ウェブデザイン、Flash デベロップメント

天体観測をテーマにフル FLASH で作り上げた芝哲也
のポートフォリオ。3D 空間の中で天体を作品に見立
ててランダムに配置し、そのひとつひとつを飛び回
りながら閲覧していくリッチコンテンツ。惑星を触っ
て回転させることもできる。AffinityCombined は、
心に響き、目には見えない繋がりを持つものをデザ
インしていくというコンセプトを表現した作品。

芝哲也オンライン FLASH デザインポートフォリオ

AffinityCombined.com

Created flash based portfolio website, AffinityCombined. 

Find your favorite content while you look through the three 

dimensional night sky and stargaze.



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Creative direction , Art direction, Branding, Concept design, 

Logo design, Graphic design, Web design, Flash design, Video 

クリエイティブディレクション、アートディレクショ
ン、ブランディング、ロゴデザイン、サイトデザイ
ン、サイトデベロップメント、FLASH デザイン、
FLASH デベロップメント、ビデオ編集

Created a brand and a website for Richard Kawaguchi, an 

infamous English Teacher in Vancouver, BC, Canada.

The main concept is "Unconventional and evolutional” method 

of teaching with Urban style design and silk screen gravity 

approach.  

型破りな英語教師 Richard Kawaguchi

様々な効果的なメソッドで評判の英語教育研究家、
Richard Kawaguchi プロデュースによる総合英
語教育ブランド、RK English。

RK ENGLISH

Cauz

EVENT

2010/08

RKENGLISH



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 東京大学の科学広報誌　シナプス

Designed cooperatively with the University of Tokyo, Academic 

Groove’s “SYNAPSE Project” aims to make academic research 

of various studies more accessible and attractive by using 

strong visuals and direct language. “SYNAPSE Vol.2,” the 

second installment of the “SYNAPSE Project” focuses on the 

theme, “Light.” From the art of light to the science of how we 

perceive color, a multidisciplinary approach is taken to explore 

the theme of light.

Graphic design, Editorial designグラフィックデザイン、エディトリアルデザイン

「学術を水平輪切りにする」というコンセプトの東京
大学 Academic Groove の広報誌、SYNAPSE
フリーペーパー第２号。テーマは「光」、宇宙物質か
ら生物の視覚世界、色彩の認知、光のアートから宗
教思想まで、あらゆる分野へ横断的に光を当てていく .

GRAPHIC

2011/02

Tokyo University

NOSIGNER

SYNAPSE vol2 





CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Research, Edit,  Carry relief goods, Illustration, Editorial 

design
情報収集、編集、被災地への物資搬入、イラストレー
ション、エディトリアルデザイン

NOSIGNER

NOSIGNER

WEB

2011/03災害時に有効な知識を集めて共有する wiki サイト

OLIVE

震災被災地での生活を助けるデザインやアイデアを
集めるデータベース wiki。震災発生 40 時間後に
立ち上げられ、現在 200 を超えるアイディアが寄せ
られている。

OLIVE is a wiki-style web project that was launched just 40 

hours after the Tohoku Earthquake and Tsunami. With the 

objective of sharing do-it-yourself tips and tutorials to beneifit 

refugees, the site immediatly spread with ideas and knowledge 

from all over the world. The ideas and designs gathered 

through OLIVE were not only uploaded and shared via the 

WEB, but have begun to reach the disaster victims in print 

as well. We truly believe that knowledge can save lives and 

nowadays we can not accept this explanation: “they did not 

survive because they did not know.” 



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

-

NOSIGNER

EVENT

2011/07

Web design, Web development, Inforgraphics

Created a website for Sticker which allows the user to  visualize 

electricity with typography and info graphics. An indicator 

shows how many kilo watts you will use with all your electric 

devices allowing you to strategically reduce your electricity 

usage.

ウェブデザイン、ウェブデベロップメント、インフォ
グラフィックス

節電のためにワット数の書かれたステッカーを発行
するサイト。ワット数を見える化することで節電を
促す。 

ワット　節電の為のステッカー

W(H)ATT



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Sign design, Graphic designサインデザイン、グラフィックデザイン

生活の木、WISEWISE、CTW が入った表参道にあ
る館、CULTURE 表参道のサイン計画。CULTURE
という単語が持つ「培養」という意味をベースに、
文化が集まり化学変化する場というコンセプト
のもと、ベンゼン環、黒板など、化学にまつわるモチー
フを用い、館全体のブランディングを進めた。

CTW

NOSIGNER

SIGN

2011/11

Designed sign for building called Culture Omotesando which 

includes Tree of Life , WISEWISE and CTW.Inspired from 

cultivate which derivation of culture and the motif of all of 

design is chemistry It is making chemical reaction for each who 

visit and meet up in this place.

カルチャー表参道

Culture Omote Sando



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

-

Cauz

Development, Planning, Organize開発、企画

　

SYSTEM

2011/11ニューロン発想法

Neuron Idea Consolidation System

ゲーム形式でできるブレインストーミング法の進化
系。リフィル用紙を使いアイディアをカードゲーム
の様に出し合っていく。その後、アイディアを整理
しストーリづけしていく。

Invented an idea-consolidation tool for advanced brainstorming. 

Participants present a cue card when introducing new ideas. 

Participants then connect related ideas and freely discuss 

various ideas and topics as the person in the ‘neuron master’ 

role writes, archives, and organizes the ideas into groupings 

and creates a story from the combined ideas. This game-like 

system allows everyone to talk about their own ideas and use a 

common framework to create and document creative output.



２分間の下準備

発散

収束



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : ヘキサ　非常用ライト型自転車充電器

Creative direction , Art direction, Concept design, Product 

design, Graphic design
クリエイティブディレクション、アートディレクショ
ン、コンセプトデザイン、プロダクトデザイン、グ
ラフィックデザイン

Invented a combination battery charger and bycicle light. This 

was designed for an emergency situation to keep electricity 

accessible. The device is charged by pedaling a bicyle.

won the award for iris ohyama living ware competition.

HEXA はライト型自転車充電器。普段はライトとし
て使用できるが、自転車に取り付けることによ
って、電池や携帯電話が充電できる。自転車を充電
の補助器具の様に使い、タイヤを回す事によっ
て発電こともでき、少ない労力で電力を得られる。
アイリスオオヤマ生活用品デザインコンクール受賞。

Iris Ohyama

Cauz

PRODUCT

2011/12

HEXA



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

BRANDING WEB

2012/04

Zentsu Eguchi

Cauz風景写真家江口善通ウェブサイト

Zentsu Eguchi .com

ブランディング、アートディレクション、ロゴデザ
イン、ウェブデザイン、ウェブデベロップメント

Branding, Art direction Logo design, Web design, Web 

development

Branding and web design for a famous Japanese photographer, 

Eguchi Zentsu. Zetsu established the Zentsu Eguchi Creative 

Studio, “AZUR” when he become a professional photographer. 

His work has been reproduced on CD covers and in books. He 

has been offering his own creative photo seminar called, “Club 

AZUR” since ,1999 .

写真家 江口善通 オフィシャルウェブサイト。風景写
真家として活躍する日本の写真家。その特徴はファ
インアート (fine art ) を思わせる心象写真。既存の風
景写真とは一味違った独特世界観を表し、ポートレー
ト写真やコマーシャルフォト、フォトライブラリー
にもストック多数出展。額縁というコンセプトで全
体を上品に作品と解け合うようなウェブを仕上げた。



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Nakano Vow's Bar

Cauz中野坊主☆バー　フライヤー

Art direction, Photo directionアートディレクション、フォトディレクション

Created a flyer for Nakano Vow's bar to express and announce 

the concept of vow's bar using photography, typography , and 

illustration to communicate the connection with the Buddhist 

concept.

実際の浄土真宗大谷派僧侶が運営する中野☆坊主
バー。 坊主☆バーの販売促進のためのフライヤー
をデザイン。

GRAPHIC

2012/05

Vow's Bar Flyer



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

napano

Cauz

System design, Facilitator, Branding, Logo design, Web design, 

Graphic design

対話のシステムの構築、司会、ファシリテーション、
ブランディング、ロゴデザイン、フライヤーデザイン、
ウェブデザイン

Designed for the general citizenry of Nakano city in Tokyo, 

naPano is a social platform which facilitates drinking parties 

and planning session for Urban development. This platform 

allowed them to create social design projects from their own 

themes using the neuron idea consolidation tool. Many social 

project was invented in these sessions over the course of 2 

years. One particular session spawned three social projects, 

each planned in only three hours. Examples include collect 

nakano expression festival, 100 santa parade, and co-working 

space port.

WORKSHOP

2012/01「な pa の」ソーシャルプロジェクト創出プラットホーム

「な pa の」は、中野を舞台に、個人の「想い」を形
にし、街の課題を同時に解決することを目指したソー
シャルプロジェクト創出プラットホーム。中野の街
と人をデザインする街の企画会議で、参加者の繋が
り、出会い、そして数多くの企画を生み出した。街
をサンタで溢れさせるクリスマスイベント「100 人サ
ンタパレード」、 街を表現するワークショップ型芸術
祭「Collect! なかの表現祭 2012」店の隙間時間を利
用したインストール型シェアオフィス「port」など、
様々なプロジェクトが生まれ実現していった。この
プラットフォームではニューロン発想法を軸に企画
会議を行ない企画書を作成していった。ニューロン
発想法が完成し、３時間の企画会議で３つのプロジェ
クトをコンスタントに生み出すことに成功した。

napano



CATEGORY :

DATE : 

CLIENT: 

COMPANY : 

Branding, Web design , Graphic Designブランディング 、ウェブデザイン、グラフィックデ
ザイン

BRANDING WEB

2012/11

Branding, web design and graphic design for Sigma patent 

administration Yokohama office. this office is a patent 

development and support environment for small and medium-

sized enterprises. The concept was visualised with the use info 

graphics and icons to tell a story about the process of idea 

fruition.

SIGMA

Cauz

SIFUMA INTERNATIONAL PATENT OFFICE
シグマ国際特許事務所　横浜オフィス

特許庁に対する各種手続の代理業務に加え、特許を
はじめとした知的財産権制度を活用してビジネスに
役立つ様々な提案を行なっているシグマ国際特許事
務所のブランディング、ウェブサイト、グラフィッ
クのデザイン。

シグマ特許事務所とは、現在、ニューロン発想法と
特許の情報を使った中小企業の開発環境支援事業を
行なっている。



EVENT

2012/12

Hidamari Cafe, napano, Cauz主催 : ひだまりカフェ　な pa の　Cauz

Nakano

Cauz中野１００人サンタパレード

Nakano 100 Santa Parade CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

企画、運営、ブランディング、ロゴデザイン、ウェ
ブデザイン、ポスターフライヤーデザイン、当日の
トラブルシューティング

Planning, Organize, Branding, Art direction Logo Design, 

Web Design, Poster Design, Flyer Design Trouble Shooting,

Organized and deisnged the Nakano 100 santa project, which 

was a town revitalization event in Nakano city in Tokyo. 100 

santas were gathered for a parade and lunch coupons were 

offered to the santas in cooperation with a local privately run 

shops. This worked as a way of getting cheap advertising for 

the shops involved. To assist the santas a map and list of rules 

was designed, along with a cute logo.

な pa のでニューロン発想法を使い生まれたクリスマ
スと縁遠い中野の街にたくさんのサンタを集めるパ
レードを行い老若男女が楽しめるクリスマスを演出。
個人経営店の協賛を得て、サンタ割り引を実施、街
の様々な店にサンタを出没させた。参加費と募金を
集め、恵まれない子供たちのプレゼントになるよう
に募金。



Nakano

Cauz

CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : collect! 中野表現祭

Planning, Organize, Branding, Art direction Logo Design, 

Web Design, Poster Design, Flyer Design Trouble Shooting,
企画、運営、ブランディング、ロゴデザイン、ウェ
ブデザイン、ポスター、フライヤーデザイン、当日
のトラブルシューティング

Presented by napano, Cosmobox, QDC, Cauz

collect!! Nakano Expression Festival

主催 : な pa の　コスモボックス、QDC、Cauz

Designed a logo, poster, and website with branding.  Also 

organized the Collect Nakano expression festival, which 

was created at the aforementioned naPano planning session 

with the neuron idea consolidation system. This was a 

creative workshop festival to express Nakano. the citizens of 

Nakano created a theatrical performance drawing upon their 

impressions of Nakano city. This was done in 3 hour with the 

help of a professional. At the end of the festival the groups 

gave their performance.

な pa のから生まれた街おこし企画 Collect なかの表
現祭 2012。 中野の街をテーマに 映画、演劇、ドロー
イング、自由創作、作詞作曲班に分かれ、３時間で
制作を行なうワークショップの祭典。

EVENT

2012/12



Nakano

Cauz

Hidamari Cafe, napano, Cauz

CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

主催 : ひだまりカフェ な pa の Cauz

Planning, Organize, Branding, Art direction Logo Design, 

Web Design, Flyer Design
企画、運営、ブランディング、ロゴデザイン、ウェ
ブデザイン、フライヤーデザイン

Project

2012/02

Created a co-working space in Nakano, which has a new 

concept of utilizing the the idle time  of shops, cafes and bars.

This allows the town to be used as a workspace and creates 

an positive economic effect for  cooperating shops within the 

town.The idea can avoid fixed cost of rent and expensive 

renovations, which are common for share offices, while also 

providing a space to get together for work and supporting the 

revitalization of the city.

「な pa の」にて、ニューロン発想法より生まれた、
街の拠点となるインストール型のシェアオフィス 
port。店舗の空き時間を使って同時多発的に発生する
街のシェアルームであり、パスポートを使って空い
ている店舗をオフィスとする事ができる。また、パ
スポートにより街の個人経営店から、様々な特典を
受ける事ができる。

ポート　インストール型中野ワンコインオフィス　

Port



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

FUROSHIKI

Cauz

アートディレクション、ブランディング、ロゴデザ
イン、キャラクターデザイン、インターフェースデ
ザイン

Art direction, Branding, Logo design, Graphic design, 

Character design,Interface design

Designed and branded an iPhone app named Amy in the 

Sky. This story is a continuation of  "Jack and the Beanstalk" 

focusing on Jack’s girlfriend, Amy, who tries to grow a 

beanstalk to space. On her quest to find Jack she meets aliens. 

Characters were designed using paper cutouts to add the 

feeling of a classis paper puppet show. This sets a mood of 

wonder and hilarity, which matches the content of the story.

ジャックと豆の木の主人公ジャックの恋人、エイミー
がジャックを追っていく新感覚育成ゲーム。Iphone 
Apps として発売予定。

エイミーと豆の木

APP

2013/05

AMY IN THE SKY



Nakano

Cauz

CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Planning, Organize, Branding, Art direction Logo Design, 

Web Design, Poster Design, Flyer Design Trouble Shooting,

Matchup, napano, Cauz主催 :Matchup な pa の Cauz

企画、運営、ブランディング、ロゴデザイン、ウェ
ブデザイン、ポスターフライヤーデザイン、当日の
トラブルシューティング

Organized and managed a matching up party for town 

revitalization in Nakano. The party was  presented by students 

of Meiji University. This event is focused on matching up civil 

workers and students to accelerate social innovation in the 

town.

EVENT

2013/08

街づくりを学ぶ学生と中野の社会人が出会い、中野
の街について熱く語り、出会いとコラボレーション
を産むバーベキュー大会。

マッチアップ

Matchup



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Planning, Organize, Branding, Art direction Logo Design, 

Web Design, Poster Design, Flyer Design Trouble Shooting,
執筆、アートディレクション、カバーデザイン、本
文デザイン、ウェブデザイン、映像制作

Asuka

Cauz

BOOK

2013/11

Designed and published a book about the neuron idea 

consolidation system for business men.

The book includes instructionals, points of discussion, points of 

facilitation, templates for output, and the result of the neuron 

process.This is the first book to introduce neuron system.  

アイデア発想法ニューロンの本、 ビジネスマン向け
に、ニューロン発想法のやり方と、ビジネスへ
の応用の仕方を書き下ろした。

『アイデアが出なくてもう無理！』と思ったら読む本

NEURON BOOK





CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Branding, Art direction, Design

Nakano Vow's Bar

Cauz

Cooperation:Japanese Calligrapher Kuniyo Tasaka,Goyo Kanamori協力 : 書家 田坂州代、書家 金森五葉

Designed menu for “Nakano Vow's Bar”. The bar is owned 

by Mr. Shaku Genkou who is a priest of the Otani sect of 

Shinshu of Shin Buddhism. Original cocktails that come from 

the concept of Buddhism are offered in Nakano Vow's Bar. 

It is designed to resemble a sutra, which is one of the most 

important aspects in Buddhism. Connecting the spirit of the 

bar to the visual concept of sutra created a brand identity for 

Nakano Vow's Bar 

ブランディング、アートディレクション、デザイン

実際の浄土真宗大谷派僧侶が運営する中野☆坊主
バー。 「諸行無常」「一期一会」などのオリジナルカ
クテルを収録したお経のメニューをアートディレク
ション、デザインした。書家 田坂州代が変幻自在の
筆さばきで一品一品そのカクテルにあった味すらも
伝わってくる書体を作り表現し、仏教のコンセプト
四弘誓願は書家 金森五葉が習熟された写経の技術で
書き上げた。

BRANDING GRAPHIC

2014/12中野坊主☆バーお経型メニュー「佛説説創作飲料経」

Nakano Vow's bar Original cocktail Menu



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Concept, Storytelling, Design, Motiongraphics, Infographicsコンセプト、脚本、デザイン、映像制作、インフォ
グラフィックス

年 間 8 0 0 万ト ン
/ YEAR8,000,000 t

日本の食品ロス
IN JAPAN
FOOD LOSS

小 さ な 食 卓 の 大 き な 話

リ デ ュ ー ス  ザ  フ ー ド ロ ス

THE FOODLOSS
REDUCE

Designed motion graphic  "Reduce the food loss" for City of 

Yokohamaconma Resources & Waste Circulation Bureau 

Garbage and Recyclables.Food loss is a social problem for all 

of the world. this project aims to illuminate and solve this 

problem. Created a story about waste reduction, include ideas 

for how to reduce food loss. Created the idea cooperatively with 

local waste reduction commission and students of Ochanomizu 

University’s  Department of Food Science and Nutrition. 

Animated illustrations with motion graphics to bring the story 

to life.

「食品ロス」の現状と、それを減らすための工夫を紹
介した映像を、ヨコハマ R（リデュース）委員会、横
浜資源循環局、お茶の水女子大学学校公認サークル
Ochas とともに制作した。食品ロスのという現代社
会が抱える課題の現状を知り、それを減らすための
提案をするため、「ヨコハマＲ（リデュース）委員会」、

「お茶の水女子大学大学公認サークル Ochas」「デザ
イン事務所 Cauz」で共同し、ニューロン発想法とい
うを使い、アイデアを出し合い、ストーリーを構築。
インフォグラフィック、モーショングラフィックの
手法を使い、家庭で実践可能なライフスタイルを提
案する映像を作り上げた。

リデュース • ザ • フードロス

Yokohama City

Cauz

MOTION

2014/03

REDUCE THE FOOD LOSS



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Teach講師

-

Cauz

EVENT

2014/04

Used neuron idea consolidation system to establish a seminar 

at Sales strategy investigative commission about product and 

service development with branding. Used brand keywords as 

a core focus to brainstorm ideas of new services and products.

The products made by the core brand were intended to strong, 

sustainable, and to create reliability for the company. this 

workshop was a success in making strong products or services 

in just three hours.

販売戦略検討会にてブランドを理解し、それを軸と
して、新商品、サービスを開発するセミナーを実施
した。カナダのブランディングカンパニーの経験と
日本でのブランディングの経験から作り上げたブラ
ンディングエクササイズとニューロン発想法を組み
合わせ、ブランド力を高めながら魅力的な商品、サー
ビスを開発するワークショップを開催。集合知とブ
ランドの軸により、ワークショップ中に従来の思考
の枠を超えた商品を生み出す事ができたと高い評価
を受けた。

Neuron Branding x product development  
ブランディングを軸にした商品開発セミナー



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

-

Cauz

EVENT

2014/07

Planning, Organize, Branding, Art direction Logo Design,  

Flyer Design

企画、運営、ブランディング、ロゴデザイン、フラ
イヤーデザイン

Collaborated with future sessions to combine the neuron idea 

consolidation system and future session together to create 

a new method of cloud innovation. Used future session and 

neuron’s frame work as a base to make idea creation tools 

to think about the future of education by using individual 

identity. This lead to deep discussion and casual connection 

simultaneously and allowed for the creation of detailed and 

prototyping and planning for the project.

「個性を活かした教育の未来」をデザインするフュー
チャーセッション。「個性を活かし」その才能を開花
させることのできる教育をテーマに、教育の視点、
クリエイティブの視点、起業家の視点等、多種多様
な視点をからの集合知を集め、「現状の教育」の課
題解決と大人も子供も「個性を活かす」ことのでき
る教育の実現のための糸口を見つけることを目指し
た。フューチャーセッションという未来思考で行な
うワークショップとニューロン発想法を組み合わせ
た初のセッション。ワークショップのベースにニュー
ロン発想法を据える事により、すべてのワークショッ
プを横断的に繋ぐ事に成功し、従来より深い議論の
もと、精度の高い「結実」を生む事ができるセッショ
ンとなった。

「個性を活かした教育の未来をデザインしよう。」

Future Session x Neuron



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

企画、運営、ブランディング、ロゴデザイン、ウェ
ブデザイン、ポスター、フライヤーデザイン、イン
テリアデザイン。

Planning,Organizing, Art direction, Branding, Logo design, 

Graphic design, Interior design,

-

Cauz

EVENT

2014/07

Created branding and art direction for Morning growlyville 

Tokyo which was a dance, music and entertainment event 

starting at 6:30 in the morning. This event began in London in 

2013 and branched out to NYC, Paris, Amsterdam, Barcelona, 

Zurich, and Tokyo. Planed from the ground up and designed 

poster, flyer, and interior decoration with consistant branding. 

Three-hundred-thirty-one  guests came to the first event, which 

was broadcast on TV, and featured in newspapers and on the 

internet.

ストレスフルな平日の朝に音楽、ダンス、エンター
テイメントなどあらゆるテンションのあがる要素を
取り入れることで朝の通勤時間を楽し鬱々とした朝
の。日本初の早朝フェス。英国ロンドンでは 2013 年
から始まり、500人以上集める大人気イベント。ニュー
ヨーク、パリ、アムステルダム、バルセロナ、チュー
リッヒなどと同時に、2014 年、東京に上陸した。企
画、コンテンツの精査、ブランディングにおいて
ニューロン発想法を導入し、プロジェクトを円滑に
進めるとともに、プロジェクト内の意思疎通を図っ
た。MORNING GROLLYVILE TOKYO は ネ ッ ト メ
ディアなどに取り上げられ話題となり、新聞やテレ
ビ局の取材をうけることとなった。開催当日は 331
人の来場者を記録した。

平日の早朝フェスモーニンググローリー

MORNING GROLLYVILE TOKYO



CLIENT: 

COMPANY : 

CATEGORY :

DATE : 

Branding, Art direction Logo Design, Web Design, Businescard 

Design

ブランディング、ロゴデザイン、ウェブデザイン、
名刺デザイン

F Counseling Office  

Cauz

Created brand, website, business card for F Counseling 

Office which is focus caring women of Adult Children which 

phycological diseases leading causes of a dysfunctional family.

the missions of f counseling office is to get back courage to 

take steps of accept self identity and concept of website is 

"traveling of mind". This design create reliability and brake 

mental block to visit counselor for mental disorder.

アダルトチルドレンという「機能不全家庭で育った
ことにより、成人してもなお内心的なトラウマを持
つ」という考え方、現象に悩む女性の為のカウンセ
リングオフィス、F Counseling Office のブランディ
ング、デザインプロジェクト。ニューロン発想法と
ブランディングエクササイズを使い、ブランドを構
築、それをもとに、ウェブ、名刺など、ブランドの
デザインを統一的に行い、サイトリニューアル後、
新規受付を一時中止するほど問い合わせを受けた。

アダルトチルドレンの悩みを抱える女性の為のカウンセリング

F Counseling Office TOTAL BRANDING

2015/01
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