
デザインサービス紹介

Logo design service

株式会社 リザルト
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ロゴの持つ役割

ー ロゴの種類 ー

ロゴタイプ

シンボルマーク

例 : RevivalのRをシンボルマークに加えて、背面の矢印は大切な住宅を
リバイバル(再生、復興)していくという意味が組み込まれています。

ロゴというのは、企業にとっての『 顔 』です。何をしている会社かひと目で
分かるロゴや、企業理念が表れているロゴ、インパクトがあるロゴは、

企業のイメージやブランディングにとても役立ちます。



ロゴの使用用途

ー 商品ロゴの場合

パッケージ、説明書、チラシ、ポスター、

CM、SNS、ランディングページ、etc…

ー 企業ロゴの場合

名刺、封筒、社内プレート、ホームページ、

各書類、看板、SNS、協賛掲載、etc…

ロゴの用いられる場面は多岐に渡ります



様々なジャンルのロゴデザインを提案するにあたって、

必要なのは打合せ時にいただいたお客さまの想いや理念を汲み取り、

それを考慮した上で『ロゴ』というカタチにデザインを落とし込みます。

ロゴは全てIllustrator（イラストレーター）と呼ばれる
グラフィックデザインのアプリを使用して作成しております。
印刷物などで使用するデータは基本的にこのソフトで作られた
「aiデータ」と呼ばれる形式を使用するため、ロゴ作成後の汎
用性も非常に高いです。

ロゴは周囲の人から見られるものです。だからこそ、第三者目線で

の意見も聞きながら作成することは大切です。

ロゴ作成をデザイナーに任せる理由

ー illustratorを使用した本格的なロゴ作成環境 ー



ロゴデザイン作成の流れ

─ 1.打合せ ─
イメージのすり合わせや細かい要望などを伺います。

※装飾、大きさ、形 etc…

─ 2.ロゴデザイン作成開始 ─
最短2～5日で作成に取り掛かることができます。

─ 3.1週間後にロゴ提案 ─
デザイン案に関するご説明を行なわせていただきます。

提案されたロゴの中からイメージに近いロゴを1つお選び下さい。

─ 4.ロゴ調整、修正 ─
選んでいただいたロゴは5回までデザインの調整が可能です。

※ロゴの検討期間は通常1~2週間です

─ 5.ロゴデータ納品 ─
ロゴが完成したら、AI・PDF・JPEGの形式をお渡しします。



ライトプラン

¥50,000-

１～２回

２回まで

なし

プレミアムプラン

¥145,000-

無制限

１０回まで

あり

スタンダードプラン

¥80,000-

２～４回

５回まで

あり

ー

制作費

打合せ

修正回数

初回ご提案

ガイドライン

最短で2～5日でご提案させていただきます。
ご都合に合わせて対応が可能ですのでご相談ください。

料金プラン



紹介動画を作るメリット

動画は視覚と聴覚で情報を与えるため、画像や文章と比べて

多くの情報を届けることができます。

そして動画は動きもあるため、静止画より分かりやすく細かい情報を表現することができます。

動画数秒には多量の文章に勝る情報量を、短時間で届ける力があります。

ー より正確な情報発信ができる ー

文章や静止画では、イメージはできても実際の動きなどは完全に解釈することは難しいです。

動画で実際に動きを交えて細かい部分を説明できるので、よりイメージしやすく

正確な情報を届けることができます。



─ 1.打合せ ─
イメージのすり合わせや細かい要望などを伺います。

※構成、入れてほしい言葉、使ってほしい写真、動画etc…

─ 2.動画作成開始 ─
最短2～5日で作成に取り掛かることができます。

─ 3.1週間後に動画提案 ─
紹介動画に関するご説明を行なわせていただきます。

─ 4.動画の修正 ─
ご要望箇所の修正を行います。

─ 5.動画データ納品 ─
動画が完成したら、mp4の形式をお渡しします。

紹介動画制作の流れ



ライトプラン

¥50,000-

１～２回

２回まで

1分

プレミアムプラン

¥150,000-

無制限

１０回まで

5分

スタンダードプラン

¥100,000-

２～４回

５回まで

3分

ー

制作費

打合せ

修正回数

分数

ー

制作費

打合せ

修正回数

分数

紹介動画 料金プラン



制作実績

「 株式会社リザルト 」
通信携帯の販売、建築資材の販売業、

飲食店事業eスポーツ事業

RESULTは結果という意味なので
Eの部分に「＝(イコール)」を入れました

「spell eye & nail 」
ネイルサロン

シンプルの中にこだわりが詰まった字体

nailのlをサボテンにしてほしい

「 株式会社 ignite 」
アプリ開発企業

アイディアを発火(IGNITE)させるイメージ

igniteの部分に炎を落とし込みました

「 株式会社 NEUTRAL 」
会計事務所

4つの会社を繋ぐ意味と自然体というイメージ

4つの色と線に分けました

「 GOAT GAMER 」
e-Sportsメディアサイト

ロゴの中にヤギの要素を入れたい
とのことなのでＯの文字に

ヤギのシルエットを入れました

e-Sportsのイメージで作ってほしい

「 株式会社REVIVAL 」
リフォーム、塗装、防水、補修工事

Ｒの後ろに再生・復興(REVIVAL)
という意味を込めて円と矢印を入れました



- SIDEMEN -
(チャンネル登録者数1800万人)

イギリスに拠点を持つ
Youtuberグループ

そのグループのアパレルで
2022年12月に販売された

XIX NITROのロゴを担当しました

- FROST -
(チャンネル登録者数120万人)

アメリカに拠点を持つ
Youtuberグループ

そのグループの期間限定
アパレルでロゴを担当しました

- RYKEY DADDY DIRTY -
(ラッパー)

2022年にYoutube上にて公開された
PRAY FOR MEのMVロゴを担当しました

文字の周りにタバコの煙を入れてほしい

煙が文字から立ち上がっている
感じに表現しました

2022年にYoutube上にて公開された
REAL AIR LINEのMVロゴを担当しました

2023年2月時点100万再生突破

- 韻踏合組合 -
(ヒップホップグループ)

代表曲 一網打尽はYoutube上にて
2000万回再生突破

そのグループの2021年7月にリリースされた
CDジャケットのデザインを担当しました

制作実績



ロゴデザイン・紹介動画お問い合わせ

～ご依頼時にお伺いする情報～

株式会社 リザルト

・法人名 ・依頼内容

・お名前 ・納品期間

・電話番号 ・その他ご要望

ご依頼時にご準備のうえお問い合わせください

〒101-0032  東京都千代田区岩本町3-5-8 岩本町シティプラザビル2階

TEL : 03-5829-8535  FAX : 03-6662-6549 代表取締役 河村 斉

担当デザイナー：仲山 和克(ナカヤマ カズヨシ)  

TEL：070-3120-3314 Mail : nakayama@result-inc.jp



キャラクターデザインサービス紹介
Character design service

株式会社 リザルト

ー キャラクターの使用用途は様々です

過去の事例としては

・似顔絵を名刺の横にアイコンとして使用

・企業のイメージキャラクター制作

・ソーシャルメディアでの活動

・LINEスタンプの制作etc…

キャラクター制作後は様々な媒体で使用可能です。

HP、SNS、YouTube、パッケージ、紙媒体など

ー キャラクターだけじゃない！

漫画も制作が可能です、例えば

・商品・サービスPR漫画

・４コマ漫画

・YouTube漫画etc

上記以外にもお客様のやりたいことを自由な発想で

ご相談ください。



制作の流れ

キャラクター制作の場合

─ 1.打合せ ─

イメージのすり合わせや細かい要望などを伺います。

※世界観、タッチ etc…

─ 2.キャラクター制作開始 ─

最短2～5日で作成に取り掛かることができます。

─ 3.1週間後にデザイン提案 ─

デザイン案に関するご説明を行なわせていただきます。

提案された中からイメージに近いデザインを

1つお選び下さい。

─ 4.調整、修正 ─

選んでいただいたデザインは

3回までデザインの調整が可能です。

※デザインの検討期間は通常1~2週間です

─ 5.データ納品 ─

キャラクターが完成したら、AI・PDF・JPEG・PSD

などご希望の形式をお渡しします。

漫画制作の場

─ 1.打合せ ─

イメージのすり合わせや細かい要望などを伺います。

※世界観、タッチ、ページ数、使用用途 etc…

─ 2.ネーム制作開始 ─

最短2～5日で作成に取り掛かることができます。

─ 3.1週間後にネーム提案 ─

内容に関する打ち合わせを行なわせていただきます。

ストーリーやタッチの修正はここでチェックしていただきます。

─ 4.調整、修正 ─

打ち合わせを元に修正します。修正の内容によってはお時間を

頂く場合もございます。※検討期間は通常1週間です。

─ 5.仕上げ作業 ─

線画、カラー作業に入ります。この工程に入った後での大幅修正

はプラス料金をいただく場合もございます。

─ 6.最終調整、修正 ─

打ち合わせを元に修正します。修正の内容によってはお時間を

頂く場合もございます。※検討期間は通常1週間です

─ 7.データ納品 ─

漫画が完成したら、

AI・PDF・JPEG・PSDなどご希望の形式をお渡しします。



¥80,000~

２～４回

3回まで

キャラクタープラン

¥40,000~

１～２回

3回まで

ページ数により変動有り

ー

制作費

打合せ

修正回数

初回ご提案

料金プラン

最短で3～5日でご提案させていただきます。
ご都合に合わせて対応が可能ですのでご相談ください。

漫画プラン



～ご依頼時にお伺いする情報～

株式会社 リザルト

・法人名 ・依頼内容

・お名前 ・納品期間

・電話番号 ・その他ご要望

ご依頼時にご準備のうえお問い合わせください

〒101-0032  東京都千代田区岩本町3-5-8 岩本町シティプラザビル2階

TEL : 03-5829-8535  FAX : 03-6662-6549 代表取締役 河村 斉

担当デザイナー：新井 奈美(アライ ナミ)  
TEL：070-3323-1983 Mail : arai@revival-inc.jp

キャラクターデザインお問い合わせ



よくある質問

個人の方もぜひお申込みください。
法人以外のお客様のご注文も、数多くお受けしております。

個人でも申し込みできますか？

自分で描いたラフやイラストをロゴにしてもらうことは可能ですか？

提案の際、ご検討期間がいつまでになるかをお知らせします。
(目安：提案日から約2週間後）

どの案を採用するか、いつまでに決めたらいいですか？

まずはお気軽にご相談ください。
ラフ・イラストを弊社で確認後、回答いたします。

Q１

Q２

Q３

A１

A２

A３



はじめてご依頼になる際はご不明な点やご不安な点も多いかと存じますので、お
電話でのご相談も受け付けております。

制作に関するイメージも全く決まっていないのですが、

電話で相談できますか？

色は変えられますか？追加料金がかかりますか？

Ai , PDF , JPEG , PSD ご希望の形式で納品いたします。

デザインの納品ファイル形式はどのようになりますか？

記載されている回数内でしたらカラー変更は追加料金はかかりません。
ご希望カラーがあればお作りします。
※修正回数を超える場合、追加料金をいただく場合もございます。

Q４

Q５

Q６

A４

A５

A６

よくある質問



もちろん可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。
詳細をヒアリングの上、お見積書を作成いたします。

お見積もりだけでもお願いできますか？

動画作成の依頼が初めてなのですが、何に注意したらよろしいですか？

描き込みの多いもの頭身の高いものなど、通常よりも工数がかかってしまう
時などです。見積もり時に値段についてはご案内させていただきます。

キャラクターデザインの料金に「〜」と表記がありますが、どういう時に

費用が上がりますか？

「何の映像をつくるのか」「どのような目的で作るのか」を映像の制作前に決
めておくことが大切です。ヒアリング時に、御社にとって最も効果的な動画を
ご提案いたします。

Q７

Q８

Q９

A７

A８

A９

よくある質問
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