
Co .  L t d .

愉快にやろう！

2019/11/16



Photographs

Illustrations

Graphic Designs

Sounds

About PIG-D’S

Justice WhitePassion Red Pride Black Pleasure G.
情熱と プライドと 正義の心で 愉快にやろう！



Business content

WEBやスマートフォンアプリの企画・制作・デザイン

書籍やCD、DVD等、各種メディアの
装丁・編集デザイン

ポスターやチラシ、DM、パンフレット
カタログ、会社案内等のデザイン

音楽メディアの制作

各種イラスト、造形美術の
制作・ディレクション

WEB・アプリUIデザイン

装丁・編集デザイン

広告デザイン

音楽制作

イラスト・造形



Works related to music
CDジャケット装丁

半崎美子 CD 「今日と呼べる日」　ジャケット　レーベル　ブックレット　2010年

ヒナタカコ CD 「AQUADREAM」　ジャケット　レーベル　ブックレット　2014年　アートワーク：亀井知永子



西 慎嗣 CD 「Back To The Roots」　
ジャケット　レーベル　ブックレット　2008年

キモトケイスケ CD 「arbre livre e.p.」　
ジャケット　レーベル　ブックレット　2019年



小林しの CD 「Looking for a key」　ジャケット　レーベル　ブックレット　2015年　イラスト：かみたゆうこ

小林しの 7インチレコード 「Havfuren nat」　ジャケット　レーベル　特典CDR レーベル　2018年　イラスト：かみたゆうこ



Flyer・プログラム

久元祐子レクチャーコンサート チラシ　
2017年　A4両面　株式会社学研プラス

久元祐子レクチャーコンサート　
プログラム　2017年　
B5　6ページ　
株式会社学研プラス



センチメンタルリコーダーズ リサイタル　
Flyer　B5片面　2011年～2014年

センチメンタルリコーダーズ リサイタル　
チケット　プログラム（2つ折B5　4P）　
2011年～2014年



フィリアパーティー Flyer　2017年～　（イラスト：かみたゆうこ）

小林しの リリースライブ Flyer　2017年・2018年　（イラスト：かみたゆうこ）



WEB

西 慎嗣オフィシャルサイト　
http://shinji-nishi.com/　2010年

半崎美子 オフィシャルサイト　
https://www.hanzakiyoshiko.com/　2014年



小林しの オフィシャルサイト　
http://kobayashi-shino.com/　2015年

比留間 整 オフィシャルサイト　
https://hitoshi-hiruma.com/　2019年



楽譜装丁

『Lessn Piano Cncerto』 1巻・2巻・3巻　2019年　
菊版　表紙　株式会社 学研プラス

『PLUS BAROQUE』 　2019年　菊版　表紙　組版　株式会社 学研プラス



『こどものソナチネ』 1巻・2巻　2013年　菊版　表紙　株式会社 学研プラス

『楽器からアプローチする演奏法 ～名器から生まれた名曲』 1巻・2巻・3巻　
2013年～2016年　B5版　表紙　株式会社 学研プラス



『おんがくえほん』1巻～3巻　2015年　A4版　表紙　組版30ページ　株式会社 学研プラス



『おんがくドリル』『おんがくワークブック』 全5巻　2016～2017年　
菊版　表紙　付属品（シール・シート）　株式会社 学研プラス



アプリUI

ZOOM 「StompShare」 エフェクターアプリ グラフィック　
2012年 　株式会社ソニックウェア



ZOOM 「StompShare」 UIデザイン　2012年　株式会社ソニックウェア



ZOOM 「D261 TAC-8」 エフェクターアプリ グラフィック　2014年　株式会社ソニックウェア





ZOOM 「MixEfx」 エフェクターアプリ グラフィック　株式会社ソニックウェア

D279 TAC-2R　2014年

D259 TAC-2　2013年



 「H3 Control」 アプリUI　2018年　株式会社ZOOM



Advertising
会社案内

杉政総合法律事務所案内
2016年　A4　三つ折り

りす訪問マッサージパンフレット
2018年　A5　三つ折り



有限会社H&Eネットインターナショナル会社案内　
2015年　A4　5ページ+フォルダー　構成・デザイン・コピー

株式会社イー・ウエスト 会社案内
2018年　A4　4P　株式会社HiPIT



カタログ・冊子
世良田の杜保育園リクルート案内　2016年　A4　16ページ　構成・デザイン・コピー　（株式会社インフォマート）



高砂福祉会 50周年記念ファクトブック　2018年　
A4版　20ページ　（株式会社インフォマート）

高砂福祉会 「TaKaSaGo通信」　2015年～　A4版　8ページ　（株式会社インフォマート）



KUMON ファクトブック　2016～2017年　A4　8ページ　（ファミコム株式会社）

KUMON 報道資料
2017年　A4　4ページ　
（ファミコム株式会社）

マンガでわかる！ ママchan 保育ストレスチェック　2018年　A5版　48ページ　（株式会社インフォマート）



TMイングリッシュアカデミー パンフレット　2017年　
A4　8ページ　（株式会社インフォマート）

エコ園ブック
2011年　A4　12ページ　（学研教育みらい）
イラスト：ヤスダミチアキ



チラシ・ポスター

学研ゼミ　ワンダードリルリーフレット
2016年　B5　二つ折り　（学研教育みらい）

学研ホールディングス G-1グランプリ社内告知ポスター　
2011年～2012年　A1　（ファミコム株式会社）

吉祥寺・三鷹・武蔵境 ぐるめにはしご酒 チラシ
2018年　2つ折A5　4P　株式会社ネクストローカル

武蔵野シティECOツアー おいしいエコ チラシ　2018年　
チラシ：A4両面　ポスター：A2　株式会社ネクストローカル



キチジョージアイランド　チラシ・ポスター等　2018～2019年　
株式会社ネクストローカル　（イラスト：黒崎 玄）

武蔵野市 お宝発掘鑑定会 チラシ・ポスター
2018年　株式会社ネクストローカル

セミナー告知チラシ　2015年～　株式会社マネジメントブレーン



ロゴマーク

株式会社mirateロゴマーク
2017年

有限会社パワープロップ
ロゴマーク　2018年

TAMACOMロゴ　2014年

吉祥寺＊Bloomロゴ　2014年

恵比寿デヴィア（美容院） ロゴ　2011年

佐藤渉 税理士事務所
ロゴマーク　2015年

佐藤富久子社会保険労務士事務所
ロゴマーク　2015年

新版おんがくドリル30周年ロゴ
株式会社学研プラス　2019年

ほんにゃらSOUNSUALIC
ロゴマーク　2014年

株式会社独立宣言
ロゴマーク
2013年



パッケージ

株式会社木の屋石巻水産 「いきなりサバ太郎」 パッケージ
2016年　（スローコメディー広告社）　
キャラクターデザイン：福田 透

 「ベルサイユのわた」 パッケージ
2018年　（エム・トライブ株式会社）　
©池田理代子プロダクション

ブルーミントン動物病院ロゴマーク　2009年

株式会社オリヴァー ロゴマーク
1998年

カゼット出版 ロゴマーク
2007年

大逆襲プロダクション  ロゴマーク　2008年

鉄道部  ロゴ　2010年
東京の技  ロゴ　2017年



Web

株式会社COAROO オフィシャルサイト　
https://coaroo.co.jp/　2019年

第11回 国際教育者サミット21 WEB
https://ies21.info/　2019年　株式会社インフォマート



株式会社EWest　オフィシャルサイト　
https://ewest.co.jp/　2018年　株式会社HiPIT

東京の技　
http://waza.tokyo/　2017年　（自社案件）



デザイナーズライブラリー 四季のイメージイラスト　199？～2006年

Illustrations



MOMOSHIKI ～いなだゆかりの空飛ぶ百人一首～（オリジナル）　2000～2009年
2009年11月　ピンポイントギャラリーにて個展　2019年5月　武蔵境QuOLaにて展示



RU・RI・HA・RI - I RU・RI・HA・RI - II KA・RA・KU・RI

SE・U・A・N U・HA・KO・TO U・TA・TA・NE

TSU・KI・KA・GETA・YU・TA・FU HA・KU・RA・KU

Photographs



YU・ME・U・RA U・TSU・SE・MI TSU・KU・YO・MI

MO・NO・NO・KE - I MO・NO・NO・KE - II YU・FU・KU・RE

O・KA・KU・RE - III・NI・SHI・HE O・KA・KU・RE - I



美術・造形
Other

コアルーバッグ　
展示会ブース アートワーク
タペストリー 600×1800mm　
等身大パネル　
2019年　株式会社COAROO　
（イラスト：黒崎 玄）

中国でのイベント会場日本ブース アートワーク　2011年　
6000×4000mm 　（株式会社インフォマート）　

ミーティングルーム壁面アートワーク　2017年　4740×2595mm　 （株式会社mirate）　

学研総合カタログ巻頭グラビア 撮影用アートワーク　
2012年　 （株式会社学研教育みらい）　



その他の活動
武蔵野商工会議所 サービス業部会 ICT研究会
TAMACOM実行委員

TAMACOMは、三鷹と武蔵野のＩＴ企業団体が主催する、民・
学・産・公の異業種交流の場です。 多摩地区の活性化・地域連
携の輪を広げることを目的として、年に2回、3分間のショートプ
レゼンと懇親会のイベントを開催しています。
弊社は立ち上げ前から実行委員に加えていただき、イベント企
画をはじめ、ネーミングやキャッチコピー、ロゴの作成やWEBの
制作、イベント当日はタイムキーパーとしてお手伝いしています。

マネジメントブレーン
セブンクリエイターズ メンバー

株式会社マネジメントブレーンは、吉祥寺に「i-office吉祥寺
（シェアオフィス）」「i-dream吉祥寺（レンタルスペース）」
「KN-lab（クリエイター向けシェアオフィス）」の3つの施設を持
ち、創業塾やマーケティング塾などで創業支援をしています。
弊社は 「セブンクリエイターズ」 としてマネジメントブレーンと協
力し、WEB、会社案内、名刺などの販促物制作で創業者のお手
伝いをしています。

平成カリキュラマシーン研究会 代表

『カリキュラマシーン』 は1974年4月1日から日本テレビ系列で4
年間放映された子供向け教育番組。 当時最高のスタッフと最高
のキャストによって作られました。 そのカリキュラムや台本など、
放置すれば幻となってしまうであろう資料を書籍として未来に
残したいと考え、当時のスタッフやキャストへの取材、番組に係
わる各種資料の収集、若い世代に 『カリキュラマシーン』 を知っ
てもらうためのイベントの企画・運営などの活動をしています。 

武蔵野プレイス登録市民活動団体
「私の名前紹介」 監事
「私の名前紹介」は、名前紹介（自己紹介）を通してコミュニケー
ションを円滑にし、自己認識と他者尊重により、人と人との関係
を豊かにすることを目的として、講座や研修、イベント開催など
の活動をしています。
弊社はイベント企画をはじめ、活動に必要なチラシや資料、メン
バーの名前紹介名刺の作成、また、講師のサポートとして参加さ
せていただいています。



Yukari Inada いなだゆかり

Shigeru Hiyama 桧山 茂

デザイナー・アートディレクター
愛媛県大洲市生まれ
多摩美術大学大学院美術研究科修了
好きな言葉：人間万事塞翁が馬
好きな食べ物：卵焼き、目玉焼き、たまごかけごはん
趣味：仕事！

音曲師
茨城県水戸市生まれ。
好きな言葉：サクサクっとしてて中はトロォ～リ
好きな食べ物：ネギ
趣味：レコードプレーヤーを移動したりアンプを変えたりケーブルを変えたり、スピー
カーを変えたり、レコード針をいじくったりすること。レコードやCDを並べておくこと

名称

代表 桧山（いなだ） ゆかり

創業 1990年4月フリーランスとして創業　2015年4月1日法人化

所在地
【本　店】〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町1-26-4 i-office吉祥寺　
【事業所】〒180-0002　東京都武蔵野市吉祥寺東町1-22-18

連絡先 TEL. 0422-21-2873　　info@pig-ds.com

定休日 不定休

Outline

Publication

株式会社PIG-D’S（ピッグディーズ）

Staff

絵をかこう!デッサン・スケッチのコツ〈3〉
大型本: 47ページ
出版社: 汐文社 (2014/3/1)
言語: 日本語
ISBN-10: 4811320360
ISBN-13: 978-4811320366
発売日： 2014/3/1

いなだが「著者」としていろんな絵を描かせていただきました。


