
PORTFOLIO
FORYOU, INC.

アプリのUI/UXデザイン、Webデザイン、ロゴデザイン、ノベルティグッズ
制作、印刷物のデザイン全般にかかわるサービスを提供しています。 
大きな強みはきめ細かなヒアリングをもとにしたクライアントに寄り添う
サービスです。クライアントの事業や業務、商材などの特徴や、目指す目
標などをヒアリングしてからデザイン設計を行います。デザインはすべて
に意味や目的を定めて制作しており、目標の達成をサポートし総合的なデ
ザイン制作やディレクションを得意としています。



高田馬場にあるライブハウス
「SunnySide」はもともと人魚をモチー
フにしており、今回もその人魚をモチー
フにロゴをリニューアルしました。 
シンプルなかたちでありながら
SunnySideの「S」をかたどったシンボ
ルマークとなりました。 

また、コロナ禍で営業が大変な中、ホー
ムページのフルリニューアルも同時に進
めました。 
レスポンシブデザインとなり、CMSも導
入し、より多くの方により適切に情報を
お届けできるホームページとなりまし
た。

SunnySide
IDENTITY DESIGN / WEB DESIGN / AND MORE…

Client: Sunny Side



CLOPLOTは映像の配信及び制作、コー
ディネートや企業のPRを主に行う会社で
す。 
このロゴはCLOPLOTの文字列で「顔」
をデザインしています。 
どんな顔、どんな表情を引き出し、切り
取るか。人に寄り添い話を聞いて様々な
アプローチから形にまとめていきます。
映像を通して全ての人を笑顔にする、そ
んな会社です。

CLOPLOT
IDENTITY DESIGN

Client: 合同会社CLOPLOT



“文脈解析”で関連記事をマッチングする
高精度なWordPress関連記事プラグイン
である「FUTURA」のブランドロゴデザ
インを担当いたしました。 

記事の文脈を解析することで高精度の関
連記事マッチングを実現しサイト内回遊
率やPV向上につながります。 

このロゴは、FUTURAの頭文字をモチー
フとし、そのFが回遊しているデザイン
です。四方に広がるラインは興味の広が
りを表現しており、サイト内での記事か
ら記事への繋がりを表しています。 

また中央に見える「X」は未知数と、未
来を意味し、限りない可能性も表してい
ます。 

ロゴをはじめプラグインインターフェイ
ス、Web、リーフレット、グッズデザイ
ンなどトータルディレクションを担当し
ました。 

FUTURA
IDENTITY DESIGN / WEB DESIGN / AND MORE…

Client: トリニティ株式会社



WEBと印刷工場をつなぐデジタルプリン
トのハブとなるサービス「Printio（プリ
ンティオ）」。 

「印刷でもっと楽しく！」をコンセプト
にデジタルと印刷ですべての人に最初か
ら最後まで簡単に使えるサービスになる
ようにと、サービス名の最初の「P」と
最後の「O」をデザインモチーフとしま
した。印刷の楽しさやワクワク感を表現

したグラフィカルでカラフルな楽しいデ
ザインです。 
ロゴをイメージさせるグラフィックイ
メージで多彩なアイテムへのプリント展
開を可能にし、より強くその印象を展開
させることも意識したデザインです。 

ロゴをはじめWeb、各種グッズデザイン
などトータルディレクションを担当しま
した。 

Printio
IDENTITY DESIGN / WEB DESIGN / AND MORE…

Client: 株式会社 OpenFactory



iPhoneケース専門家であり、ガジェット
好きITライターの弓月ひろみさんと
Apple関連を中心に活動するブロガー
Linkmanが、ガジェットの話をメイン
に、気になるニュースや話題などをつま
みにお届けするPodCast番組
「Gadgetouch（ガジェタッチ）」のロ
ゴデザインをやらせていただきました。 

このロゴは「Gadgetouch」の頭文字
「G」をモチーフにしており、その全体
のフォルムは、まさに指でガジェットを
「タッチ」し、オススメのガジェットを
指し示している様子を表しています。

Gadgetouch
IDENTITY DESIGN

Client: 弓月ひろみ / リンクマン



toruno はあなたのオンライン会議をまる
ごと”とる”サービスです。 

ワンクリックで会議の発言をすぐにテキ
スト化して表示してくれるだけでなく、
音声や会議で使われた画面もまるごと自
動記録します。 

リモートワーク時代の新しいサービスの
ロゴデザインをお手伝いさせていただき
ました。 

音声を録りテキスト化してくれるという
サービスを、”マイク”と”フキダシ”をモ
チーフにデザインしたシンプルで誰にで
も直感的にサービス内容が分かるデザイ
ンです。 
このロゴに合わせ、サービス名のアル
ファベットも合わせてデザインいたしま
した。

toruno
IDENTITY DESIGN

Client: 株式会社リコー



株式会社あみだすのロゴデザインをやら
せていただきました。 
あみだすの「あ」をモチーフとし、主業
務である、情報発信サポートの網（イン
ターネット）へ出す（情報を発信す
る）。と発酵食サポートの網（麹が成長
する様子）を出す（発酵食品になる）。
を表現した網のようなデザインであり。 
点と点の繋がりは、2つの業務を結び、
人と人を結んでいく繋がりの場、広がり

の輪の中心をイメージしデザインされて
います。

株式会社あみだす
IDENTITY DESIGN

Client: 株式会社あみだす



風呂グラマーやらIT芸人やらと呼ばれる
著名なプログラマー、増井雄一郎さんが
プライベートでDJとして活動するための
コミュニケーションマークをデザインさ
せてもらいました。 
クマが大好きな増井さん。クマと増井さ
んご自身をモチーフに真っ赤なヘッドホ
ンを付けたDJスタイル。ヘッドホンには
プログラミングにも不可欠な｛　｝があ
しらわれております。 

名刺はステッカー用紙で作られており、
コミュニケーションマークはカットライ
ンがついており、そのままステッカーと
して使える画期的なデザインです。

DJ MASUIDRAIVE
IDENTITY DESIGN

Client: 増井雄一郎（masuidrive）



子どものプリントをアプリで管理できる
「ポスリー」 

ロゴ・アプリUI・ランディングページ
（Web）・チラシなどデザイン全般をす
べて担当させていただきました。 
このアプリは、お子さんが小学校、保育
園や習い事でもらってきたプリントをカ
メラで撮影してアプリで管理でき、いつ
でもどこでも確認できて大事な予定も忘

れないことを目的としたすごく便利なア
プリです！

ポスリー
SMARTPHONE APPLICATION DESIGN / WEB DESIGN / AND MORE…

Client: 株式会社VOYAGE MARKETING



分子栄養学のカウンセリングやセミナー
開催が主な業務となる株式会社ヴイエー
のロゴをデザインさせていただきまし
た。 
ヴイエーは「VA」であり、Vitamin 

Academy（ビタミンアカデミー）の頭文
字「V」と「A」でもあります。このVA

をモチーフにデザインされており、VとA

はハートとハート、心のつながりを表し

おり、動脈と静脈、その循環をも表現し
ています。 
また、組み合わさったこの形は、幸運が
訪れると伝説のある、四葉のクローバー
をかたどっています。四つ葉のクロー
バーは、それぞれの葉に「Fame(名声)」
「Wealth(富)」「Glorious Health(健
康)」「Faithful Lover(誠実な愛)」の意味
が込められ、4枚すべてそろって「True 

Love(真実の愛)」を表すと伝えられてい
ます。

ビタミンアカデミー
IDENTITY DESIGN

Client: 株式会社ヴイエー



iPhoneやMacなどApple社関連の情報を
中心としたブログメディア「Linkman」
のロゴデザインを担当させていただきま
した。このシンボルマークは「L」と
「m」をモチーフに、その2つの文字をリ
ンクさせ出来たデザインです。また、こ
の形はリンクをクリックする際のPCの指
カーソルや、グッドを表す指の仕草を表
したものでもあります。 

名刺デザインもこのシンボルマークの角
丸を名刺にも特徴として引き継ぎ、ロゴ
と親和性のある特徴的な名刺となりまし
た。

LINKMAN
IDENTITY DESIGN

Client: リンクマン



MOONGIFT社のロゴデザインをやらせ
ていただきました！ 
月からの贈り物を語源とするmoonとgift

を組み合わせた社名「MOONGIFT」。
そのMとgを組み合わせたロゴで、ギフ
トボックスにも見えるデザインです。 
MOONGIFTはDX（開発者体験）の体現
をコンセプトとしています。その中で自
社メディアをはじめ、多くの情報を開発

者向けに供給しています。すべてのエン
ジニアやデザイナーは自分ひとりひとり
のボックスに知の情報を溜め込んでいっ
て自分だけのボックスを作り上げていっ
て欲しいのです。これはMOONGIFTの
想いです。また、１本の線で繋がったこ
のデザインは、自社製品、サービスと外
部のデベロッパーとの繋がりをも表現し
ています。

株式会社MOONGIFT
IDENTITY DESIGN / WEB DESIGN / AND MORE…

Client: MOONGIFT株式会社



金丸文化農園のロゴをデザインさせてい
ただきました！「金」の上の部分（介や
今などの上部分と同じで「ひとやね」と
いう部首、しかし「金」の部首は「かね
へん」）と、「丸（=●）」を組み合わせ
てデザインしています。また上の部分は
屋根でもあり一つ屋根の下、家族や家族
同然の仲間（人）が集う場所を意味して
います。下の丸い部分は、さくらんぼや
桃であり、果樹園の地図記号をデザイン

化したものです。伝統ある古くささとシ
ンプルで斬新な新しさをミックスしたレ
トロモダンなロゴです。 

金丸文化農園
IDENTITY DESIGN

Client: 金丸文化農園



会社名は「have fun media」の頭文字を
とった「HF.M」。直訳すると「楽しんで
ねメディア」となります。 
このロゴは「フキダシ」と「HFM」から
デザインされています。フキダシは、メ
ディアとして人としての情報発信、アウ
トプット。感情や表現を意味していま
す。 

そのフキダシにHFMをデザインとして取
り込みました。 
交差したラインやカラフルな色は、情報
や感情、表現の多様性とそれらの融合や
接点、楽しさを表しており発せられる情
報のバラエティ性を感じさせます。色々
な色を持つことで、多動力をも感じさせ
ます。 

これらは総合的に「楽しんでねメディ
ア」をダイレクトに感じられるロゴに
なったと思います。 

また「healthy l」は、同社のブログメ
ディアのロゴになります。

IDENTITY DESIGN

Client: 株式会社 HF.M

株式会社HF.M



駒沢そろばんスクールのVI（ビジュア
ル・アイデンティティ）と名刺やグッズ
のデザインを担当させていただきまし
た。 

新設されるそろばんスクールで競合も多
くインパクトと可愛さが欲しいと言われ
産まれたこのキャラシンボル。 
決して可愛くはないが目を引くVIで、狙
いどうり今までのそろばん塾とは違った

新しいイメージ創りのお手伝いができま
した。

駒沢そろばんスクール
IDENTITY DESIGN

Client: 駒沢そろばんスクール



立花岳志氏が設立した会社「株式会社ツ
ナゲル」のコーポレートロゴをデザイン
させていただきました。 
Tsunageruの「T」Tachibanaの「T」を
モチーフに、３つの個性ある矢印が集ま
り繋がろうとしているデザインです。人
が集まる、繋ぐ、そして何かが起こる。
そのハブとしての活動を具現化したシン
ボルマークです。 

名刺デザインは光にかざすと、ロゴを中
心にさらに多くの人が集まり繋がる様子
をデザインしています。 

株式会社ツナゲル
IDENTITY DESIGN

Client: 株式会社ツナゲル



銀座にお店を構える「寿司さいしょ」さ
んの、ロゴデザイン及び、Webサイトの
デザイン、ショップカードや名刺など、
アートディレクションをさせていただき
ました。 

とてもシンプルなデザインで誠実さと気
品を表現しました。厳選された魚介と熟
成肉で勝負するお店、お近くへお越しの
際は是非お立ち寄りください。

寿司さいしょ
IDENTITY DESIGN / WEB DESIGN

Client: 寿司さいしょ



株式会社フォーユー
https://www.uuuu.to/

2003年9月12日設立 

東京都品川区 
代表取締役　金田 進哉 
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