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ロゴマーク【無料提案】について
株式会社ビズアップ
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1.��ご挨拶�
Greeting
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このたびは、資料のご請求ありがとうございます。
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創業⼿帳のユーザーさまが�

私たちにロゴマークの依頼をするメリットは�

次の２つだと考えています。

• • • • • • • • • • •
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しっかりとヒアリングをしてデザインした御社オリジナルのロゴマークを３案無料で提案いたします。�

修正も５回まで無料で対応。最終的に気に⼊った場合のみ料⾦が発⽣し、気に⼊らない場合は１円も�

いただいておりません。�

ブランディングのファーストステップとなるロゴマーク、とても⼤切だけれど、納得のいくデザインに�

ならなかったときにキャンセル料⾦を取られてしまっては、起業のスタートからつまづいてしまいます。�

新しい⾨出となるこのタイミングで会社の�

シンボル（象徴）となるロゴマークをつくり�

たいならば、⾦銭的リスクのない私たちの�

サービスがおすすめです。
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メリット
１ 御社オリジナルのロゴを無料で提案
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社⻑ひとりの創業から�
⽇本⼀のロゴデザイン会社になった理由を体感できる

メリット
２

私たちビズアップは、2006年に代表の津久井が⾃宅で⼀⼈で起業しました。�

そこから、今では⽇本で⼀番ロゴをつくっているデザイン会社になることができました。�

その過程では、ビジネスモデルを丸パクリされたり、社員の⼤半がいなくなってしまったりといった�

様々な苦難がありました。今では丸パクリした競合はほとんど消え、属⼈化しがちなデザインの�

業界にも関わらず仕組み化、体系化をし、多くのお客さまに喜んでいただいています。�

なぜ丸パクリした競合はほとんど消えてしまったのか？なぜ属⼈化しがちな業界において�

クリエイティビティを損なわずモジュール化できたのか？�

こういったことをサービスを通して体感していただくことは、�

創業⼿帳のユーザーさまの今後の起業家⼈⽣の⼀助になると�

⾃信を持っております。

※ご希望であれば代表津久井へのインタビューも可能です（状況次第でお受けできない場合もあります）
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初めまして、株式会社ビズアップです。弊社はロゴマーク作成を専⾨としたデザイン会社で、�

⼀般的にはなじみのないロゴデザインの価格体系の不透明さ、複雑な作業⼯程への理解、�

完成物に対しての価値基準などを、業界で初めて全てシンプルに「可視化」したデザイン会社です。�

弊社は「納得のいかないデザインでキャンセル料⾦や⼿付⾦をいただかない」というポリシー�

を掲げ、業界初のロゴマークデザインの「無料提案」を⾏い⼼理的・⾦銭的なリスクを下げ、�

経営者層の⽅々から担当者の⽅々まで安⼼して依頼できるようなサービスを展開しております。

主に、フリーランスで活躍しているデザイナーと契約をすることで、⼀つ⼀つのご依頼に対して、�

⾼いモチベーションの中から⽣み出される、⾼いクオリティのデザインをご提案できるように�

しております。�

創業15年がたった今、おかげさまで上場・優良企業さま、スポーツチームやミュージシャン、�

芸能⼈の⽅などのべ20,000社超の皆さまからご注⽂をいただいており、感覚の押し売りでは�

ない、確かなデザインサービスを提供するデザイン会社として、⼤変⾼い評価をいただいて�

おります。

代表取締役�津久井のプロフィール� �
1976年6⽉8⽇⽣まれ、東京都練⾺区出⾝。横浜国⽴⼤学経営学部卒。�

家庭配置薬業（富⼭の置き薬屋さん）を経営する両親の元で、⼩学⽣の頃からお客さまの電話対応など商売に触れながら育つ。�

⼩中学⽣時代、普通すぎて存在感のない⾃分に強いコンプレックスを持ち、以降どうすれば⼈に存在感や存在価値を認めてもらえるのか、�

どうすれば⼈との違いをアピールできるのか、ということばかり考えて過ごす。�

その結果、バンドで⼤⼿レコード会社からCDをリリース、新卒⼊社３ヶ⽉で営業成績TOPなどの実績をあげる。�

そして、ロゴマークのデザインという、会社や店舗、商品の存在価値や存在感をあげる仕事に辿りつき独⽴。�

普通すぎる、存在感がないという理由で能⼒が認められない⼈や会社を、デザインとマーケティングを駆使して救うことが信条。�

企業や店舗などの存在感を⾼めるロゴデザインの専⾨会社として、1�0�年間で業界平均10倍以上の12�,�000�以上のクライアントからロゴ�

作成を受注。�

あわせて腕が良いのに⽇の⽬を浴びないデザイナーを発掘し、作品が本に掲載されるほどのデザイナーを多数輩出。

株式会社ビズアップは、このような会社です
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2016年4⽉放送の⽇本テレビ『ZIP!』でビズアップが紹介されました。

2010年4⽉1⽇のNHK
「ゆうどきネットワーク」にて
私たちのビジネスが紹介されました。

2011年6⽉�産經新聞社様「BIZパーソン」の
コーナーで紹介されました。

ビズアップが、テレビ朝⽇『お願いランキング』で特集されました！
新コーナー『闘え！競合さん』に登場。

テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』から取材を受けました。

読売テレビ『かんさい情報ネット�ten.』で紹介されました。

NHK『クローズアップ現代』から「東京オリンピックエンブレム問題」で
インタビューを受けました。

テレビ東京『ニュースなハローワーク』に出演させていただきました。

社団法⼈町⽥市観光コンベンション協会さまのロゴマークをコンサルティングいたしました。
ロゴマークの公募対象の選定、ロゴマークのディレクション、審査基準の策定について
コンサルティングを⾏いました。

弊社作成のロゴが8点
掲載されました。

弊社作成のロゴが3点が
掲載されました。

弊社作成のロゴが69点が
掲載されました。
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-メディア・書籍への掲載履歴-
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2.��過去の実績とお客さま事例�
Experiences& Case study
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いい部屋ネットさま

神奈川県商⼯会議所さま

⽇本フラッグフットボール協会さま

オフィスビーワン
（林家たい平事務所）さま 三重⼤学医学部附属病院さま

鍵やさんプロさま フィリップスエレクトロニクスジャパンさま

⽇本バイアスロン連盟さま 住商情報システムさま 財団法⼈静岡市振興社さま

旭化成テクノシステムさま

東京⼤学�海洋研究所さま

ビジネストラストさま

⽇本救命器具さま

産業医科⼤学さま

国⽴競技場さまYAMAHAさま

JTBガイアレックさま

逗⼦市体育協会さま

三菱商事さま

9

起業家から⼤⼿企業まで、受注実績20,000社超
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●「インターネットは怪しいと思っていましたよ。本当に」
―まずは、インターネットでこういったデザインのサービスを依頼すること
に抵抗はありませんでしたか？

いや、めちゃめちゃありましたよ。本当に。
インターネットで物は買っても、サービスを申し込んだことはなかったし、
なによりこれからずっと使っていく、とっても⼤事なロゴマークですからね。
当然抵抗はありました。

―では、なぜインターネットで探したデザイン会社に頼んでみようと思った
のでしょうか？

最初はツテを頼ろうとしていたんです。でも、ふと思ったんですよ。紹介して
もらったデザイナーさんだと、⼀回問い合わせてしまったら依頼しなけれ
ばいけないというか、断りづらいというか。それで、出てきたデザインが
あまりよくなかったらと思うと・・。でも、絶対妥協したくない。そう考えたら、
まずはインターネットで調べてみた⽅がいいんじゃないかと思ったんです。�

―そこでビズアップを⾒つけたんですね？�

はい、そうです。�

●「⼀番信頼できそうな会社⼀社だけにまずは頼もうと思ったんです」

―インターネットでロゴを作成する会社は他にもたくさんあると思いますが、
その中でもビズアップに依頼にしようと思ったポイントは何でしょうか？

まずは、たくさん実績が載っていたことでしょうか。それと無料で提案いた
だけるのは⼤きかったですね。あまりよくないデザインが出てきたら断れます
から。それと、ビズアップさんが⼀番信頼できるイメージがありました。
他の会社のページも⾒ましたが、インターネットは怪しいとずっと思っていた
ので、⼀番信頼できそうな会社⼀社だけにまずは頼もうと思ったんです。

●「何よりこれからずっと使っていく⼤事な会社のシンボルを１万円とか２万円
とかでつくりたくないと思いました」
―価格としてはどうですか？もっと安くやるインターネットの業者もいます
よね。ビズアップの価格はそういう会社と⽐べると決して安くはないと
思いますが。

いや、もともとロゴマークなんて本当であればウン⼗万の世界ですよね。
それから⽐べたら、ビズアップの価格でも⼗分メリットはあると感じまし
たし、何よりこれからずっと使っていく⼤事な会社のシンボルを1万円とか
2万円とかで作りたくないと思いました。1万円や2万円程度の意気込みでは、
私たち⾃⾝もお客さまに対していい仕事ができない気がしました。�

―実際に出来上がったロゴはいかがですか？

すごい気に⼊ってます！ありとあらゆるところにロゴを⼊れていますよ！
新社屋の看板はもちろん、⾞や作業着、社員⽤のIDカード、ヘルメット、
⼯具に貼るステッカー・・。会社でフットサルチームを作ったのですが、
ユニフォームにも使っています！また、新社屋のオフィス内のカラーイメージ
はロゴのオレンジと⻩緑に合わせました！

●「みなさんこのロゴの話になって『いいなー！』『かっこいい！』と⾔っていた
だけます！」
―まわりの⽅の評判はいかがですか？

とても良いです！この業界では私たちのロゴマークのようなデザインは
珍しいようで、うらやましがられます！看板をつくったときも、⾞のステッ
カーをつくったときも現場に⼊ったときも、みなさんこのロゴの話になって
「いいなー！」「かっこいい！」と⾔っていただけます！

―ビズアップに頼んで、ロゴデザイン以外で何かよかったことや悪かった
こと、感じたことなどがあればお聞かせください。

今会社案内の作成などもお願いしていますが、本当にいっぺんにやって
よかったと思います。しかもビズアップさんならロゴ以外の制作物もワン
ストップですべて対応していただけるので、うれしいです。制作物によって
業者がバラバラなのは本当に⾯倒くさいですからね。�

―このページをご覧の⽅に何かメッセージがあればどうぞ。

そうですね。もしロゴをつくろうと思って迷われている⽅がいればぜひ
お勧めします。ビズアップさんであれば間違いないかと…。個⼈的にも
今後どんな成⻑をするのか興味深い会社だと思います。

夜になるとライトアップする外壁看板

外壁には⼤きな2つのロゴ⼊り看板

国道に⾯した壁に幅5mの看板はインパクト⼤

ビズアップ代表津久井（左）と株式会社SOHHOK⽮⼝さま（右）

会社案内パンフレットの⾒開き 会社案内パンフレットの打ち合わせ⾵景

取材⽇時�2009年5⽉

株式会社SOHHOKさまにお話をうかがいました。株式会社SOHHOKさまは、社名変更、
新社⻑就任、事務所新設を期に、会社としてのイメージを⼀新するため、「インターネットは怪
しい」と思いながらも勇気を出して（笑）ビズアップにご依頼くださいました。

株式会社SOHHOKさま

11
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畠⼭先⽣ 「101年⽬の新たなスタート」としてのキャッチコピー

●「教育理念を視覚で訴えられるようになりました」
―まずは、ロゴをつくられてみて、どのようなことがありましたか？

【⼀ノ瀬先⽣】
そうですね。これが⼀番⼤きかったのですが、教育理念を視覚で訴えられ
るようになりました。
今までは、「あなたの学校はどんなところ？」と聞かれても、職員によって
⾔うことがバラバラだったり、その時々で⾔うことが微妙に違ったりしました。
でも、このロゴマークはそもそも「理念を作り上げること」からスタートし、
それを図形化したものから出来上がったロゴですから、ロゴマークの説明
をこのシート（※画像参照）を⾒せながらするだけで良くなったんです。

―ロゴマークは組織にとって「コンパス」のようなものですから、それは�

とてもうれしいお話です。他にはいかがでしたか？�

【⼀ノ瀬先⽣】�
はい、今年の春からさっそくロゴを使⽤して学校説明会や合同校外相談会�
などを⾏っていますが、やはりこのようにロゴマークをしっかりつくって�
いる学校はほとんどないので、とにかく注⽬度が⾼くなりました。
合同校外相談会のときには、キャッチコピーとあわせてロゴマークのタペ
ストリーをつくってブースにおいていたらメディアにも取り上げられたんです！

●「今でも津久井さんが考え込んで思いついたときのあの瞬間が忘れられません！」
―ロゴの制作はいつから考えていらっしゃたんですか？�

【⼀ノ瀬先⽣】
特にあのキャッチコピーがまた秀逸でしたからね。今でも津久井さんが
考え込んで思いついたときのあの瞬間が忘れられません！⼀点⾒つめに
なってましたよね（笑）

―はい（笑）キャッチコピーだからといって、⾔葉だけで表す必要はないと
思ったんです。特にこのロゴは「私たちはこうありたい！」「⽣徒にはこう
なってほしい！」などのすべての理念を盛り込んだもので、⾔葉よりもずっと
深くて⼤きな意味があると思ったんです。�

【畠⼭先⽣】
さすがにあのコピーは、我々では考えつきません。プロのなせる技だと
思いました。あの煮詰まった打ち合わせの場を打開したコピーはすごい。
そして「降りてきた瞬間」を⽬撃できたのもすごいことでした。

●「学校関連の仕事に関わったことのない⼈による『第三者の視点』はむしろ
ありがたかったです」
―そもそもメディアチャンネルさまのご紹介で我々はお仕事をいただき
ましたが、いきなり知らない会社がきて不安だったんじゃないですか？

【畠⼭先⽣】
不安な点はそれほど感じなかったのですが、何が良かったかというと、
ひとつは学校関連の仕事に関わったことがないということによる「斬新な
視点」です。
やはり⾃分たちのことは⾃分たちではわからなくなってしまうことも多い
ですから、学校関連の仕事に関わったことのない⼈による「第三者の視点」
はむしろありがたかったです。
それに「この会社は懐が深い会社だな」と思いました。ロゴやデザインの
話だけではない、WEBの知識やキャッチコピー、マーケティングにも強い
会社だというのが、何回か打ち合わせしていくうちによくわかりましたから。
トータルでお世話になったという感じです。

●「このロゴをつくって、というかプロジェクトを通してよかったなと思う点を
もう⼀つ思い出しました」
―このSIプロジェクトは２年越しだったんですよね？

【畠⼭先⽣】
はい、そうです。
そういえば、このロゴをつくって、というかプロジェクトを通してよかったな
と思う点をもう⼀つ思い出しました。
⾃分たちに⾃信がついたし、何をやればよいか明確になったことです。
伝統校ならではの悩みというか、⻑くありすぎたせいなのか、「⾃分たちや
⾃分たちの学校に、良いところなんて本当にあるのかな？」と思ってしまって
いたこともあったのです。
しかし、⽣徒にも保護者にも教員にもリサーチして、ビズアップさんや学校説明会や合同校外相談会で使⽤している

ロゴマークのタペストリー
⼀ノ瀬先⽣

取材⽇時�2009年7⽉

学校法⼈�⼤妻中学⾼等学校の先⽣⽅にお話をお聞きしました。
⼤妻中学⾼等学校は、東京都千代⽥区にある中⾼⼀貫の⼥⼦校
で、2008年で創⽴100年を迎えました。今回は、「101年⽬の新たな
スタート」として、「今現在から今後どうあるべきか」という理念の策定、
それに伴うシンボルとしてのロゴマークとキャッチコピーを作成する

「スクールアイデンティティ（SI）プロジェクト」を、⼤妻中学⾼等学
校、株式会社メディアチャンネル（http://www.media-ch.com）、株
式会社ビズアップの三者で遂⾏いたしました。このうち、弊社はロゴ
マークのデザインとキャッチコピーの作成（ロゴとは別料⾦となりま
す）を担当させていただきました。

学校法⼈�⼤妻中学⾼等学校さま
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メディアチャンネルさんと何度も話をしていくうちに、⾃分たちの考えや
できること、⼤きくいってしまえば「理念」を、改めて⾒直すことができたし、
それがこのロゴマークやキャッチコピーとして形に残ったことで、本当に
⾃信がついたし結束が堅くなったと思うんです。�

【右藤先⽣】
第三者による内⾯、外⾯の⾒直しというのは本当に⼤事だと、このプロ�
ジェクトでよくわかりました。�

【⼀ノ瀬先⽣】�
ブランディングとは内⾯、外⾯の両輪が上⼿に回ってはじめて成り⽴つ�
ものだと思うんです。今回は内⾯をメディアチャンネルさんが、外⾯を�
ビズアップさんが協⼒してくれて、本当に101年⽬の新たな良いスタートを�
切れたと実感しています。�

●「打ち合わせを何度も重ね、重要なコンセプトを図形化し、ロゴマークとして�
表現する、難しいことですがだからこそ思いもひとしおです」�

―ロゴをデザインした宇都宮さんはいかがですか？�

【デザイナー宇都宮】�

先⽣⽅のお話をお聞きして・・⼀⾔でいえば「感無量」です。
制作したものを⽬の前に、お客さまの⽣の声をお聞きできる機会はやはり
そう多くはありません。�
でも、お話をお聞きするのは本当に⼤事だと思いました。単純にうれしい�
ですし、初⼼を思い出します。つくり込みは決して多くないロゴですが、�
⾃分でいうのもなんですが思いのこもった本当に良いロゴだと思います。�
打ち合わせを何度も重ね、重要なコンセプトを図形化し、ロゴマークとして�
表現する、難しいことですが、だからこそ思いもひとしおですし、僕が本当に�
やりたい⽅法でロゴマークをつくらせていただいたと思います。�

●「漠然としているものを苦しみながらも形にしていく経験は、本当に重要�
だと思います」�

―今後、ビズアップに期待することは何かありますか？

【⼀ノ瀬先⽣】�
学校におけるロゴマークの重要性をすごく感じたプロジェクトでした。�
多くの私⽴中学、⾼校は、「校章」に頼りがちだと思います。最近ではロゴ�
をつくることが増えた⼤学ですら、昔は校章しかありませんでした。しかし、�
校章は理念を表すものではありません。�
今後はビズアップさんにはもっともっとこのSIプロジェクトを広めてほしい。
多くの学校はSIプロジェクトをやるべきだと思います。�

【畠⼭先⽣】
漠然としているものを苦しみながらも形にしていく経験は、本当に重要だ
と思います。SIプロジェクトの経験⾃体がある意味普遍的で重要な教えを
含んでいます。このプロジェクトを通して組織のあり⽅⾃体が変わったと
感じています。
このすばらしい体験を多くの学校にも経験してほしいと思います。

右藤先⽣ デザイナー宇都宮

ロゴマークのタペストリー前

13
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●フラッグフットボールとの出会い
―佐藤さんがフラッグフットボールの世界に⼊られた経緯を教えてください。

もともとアメリカンフットボールが好きでした。
6年前、たまたま東京ドームにNFL(ナショナル・フットボール・リーグ)の
ゲームを⾒に⾏ったら、ハーフタイムに⼦どもたちがフラッグフットボール
をしたんです。私は⼦どものころ、肺活量が⼈より少なく、持久⾛なんか⼀
度も完⾛できませんでした。だから、交代が⾃由で、毎プレーごとに作戦タ
イムがあるフラッグフットボールは、本当に魅⼒的なものに感じました。
ちょうど、⾃分は今の仕事で本当にいいのか、ほかにやりたいことがあるの
ではないかと考え始めていたときで、⼦どもがフラッグフットボールを楽し
む姿に、⾃分が探しているビジョンが⾒えてきたような感じがしました。
それで、フラッグフットボールの企画書を書きNFLに持って⾏ったんです。
そこからフラッグフットボール界との付き合いが始まりました。�

―FFOには設⽴から参画されたんですね。

企画書提出から3年後。全国的な普及を⾒据え、当時2つあったフラッグ
フットボール協会を統合して新しい協会をつくろうという話があり、その協
議の中に私も加わることになったんです。

そして2008年4⽉に会社を辞め、JFFO設⽴委員の肩書で新しい活動を

●新しいロゴは絶対に必要

始めました。�

―ロゴの制作はいつから考えられていたんですか。

設⽴委員になる前から新しいロゴをつくる必要性は感じていました。
理由は2つあります。ひとつは、当時、2つあった協会がそれぞれに協会の
ロゴを持っていましたが、統合するにあたりフラッグフットボールのオフィ
シャルロゴはなかったからです。
もうひとつは、フラッグフットボールの社会的認知を⾼めるためにも、
オフィシャルロゴは絶対に必要だと⼼に決めていたからです。
設⽴委員となって新しいロゴの制作を会議で提案し、承認されたので、制
作に向けて動き始めました。様々なところからロゴの制作会社を紹介され
ました。でも、ピンと来るものがなかったり、値段が⾼かったりで、話が前に
進みませんでした。
それで、決⼼したんです。新しい協会の設⽴を進めているのだから、ロゴも
しがらみのない新しい制作会社と出会い、そこで世の中が納得いくものを
つくろうって──。

●ビズアップとの出会い
―いよいよビズアップとの出会いですね。どうやってビズアップを知られた
んですか？�

制作会社は⾃分で探すと決意したものの、デザイン会社に知⼈もいないし、

ロゴについても何もわかりません。パソコンに向かい、「ロゴマーク」で検
索。検索結果順に数社に問い合わせフォームでメールを送りました。普通
の問い合わせではなく、「ロゴについてわからないことだらけなので、⼀度
お会いしていろいろ教えてもらいたい」、そんな感じのメールを、精⼀杯の
情熱をこめて出したんです。
ビズアップさんは3、4社⽬だったでしょうか。でも、レスポンスが⼀番早かっ
たのはビズアップさんでした。それも、私がメールを出してから、なんと1分
半くらいで返信が来たんです。わずか1分半ですよ。
返信メールを開くと、「お会いしたいと思います。ぜひ、いらしてください」っ
て書いてありました。すごく嬉しかったですね。⾃分で探すと決めたもの
の、わからないことだらけで、本当は不安でいっぱいだったんです。
他の会社からは「⾒積もりに必要な事項を記⼊して送ってください」という
ような通り⼀辺倒の返信が、ずいぶん後になってから来ました。�

●ここなら安⼼して任せられる
―それでビズアップに⾏かれて、津久井社⻑に会われたんですね。初対⾯
の感じはどうでしたか？

メールのやり取りから2⽇後にビズアップさんを訪ねました。
夏の暑い⽇だったのを覚えています。初めての会社、しかも世⽥⾕区の松原
（2008年当時）という初めて⾏く場所、少し不安もありました。でも、⼼には
熱く燃えるものがあり、ワクワクもしていました。
初めてお会いした津久井社⻑に、こういう協会を⽴ち上げるので新しいロ
ゴをつくりたいのだが何もわからない、費⽤もこれだけしかない、というよ
うなことをありのまま話しました。津久井社⻑は聞き上⼿で、私の⾔うこと
をなんでもきちんと聞いてくれました。しかも、私の問いかけにすべてポジ
ティブな返事が返ってきました。
最初のメールでのやり取りと初対⾯の印象が⼀致しましたね。ここなら新
しい協会のロゴづくりを安⼼して任せられると思いました。⾒せていただ
いたこれまでの制作事例も気に⼊り、私の中ではもうビズアップさんに決
めました。
事務所に帰ると、津久井社⻑からお礼のメールが⼊っていました。感激す
ると同時に、本当にきちんとした経営者だと感⼼しました。

取材⽇時�2010年6⽉

フラッグフットボールは、アメリカンフットボールの⾯⽩さを簡単
かつ安全に、誰でも楽しめるように考案された新しいスポーツです。
⽇本での普及の最前線に⽴っているのが、⽇本フラッグフット
ボール協会（略称JFFO）の事務局⻑を務める佐藤壮⼆郎さんです。
佐藤さんは⼤⼿のIT商社をやめてフラッグフットボールの世界に

⾶び込み、JFFOの設⽴に参画すると同時に、フラッグフットボール
のオフィシャルロゴづくりの中⼼的役割を担いました。ロゴにパワー
を感じるという佐藤さんに、ビズアップにロゴを発注した経緯や
ロゴへの評価などを語ってもらいました。

1回の攻撃ごとに30秒の作戦タイムがあります。 攻撃4回以内に相⼿のエンドゾーンまでボールを運んだら
得点（タッチダウン）です。

⽇本フラッグフットボール協会さま

14
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―実際のロゴの制作進⾏はどうでしたか？

最初は私がイメージしたコンセプトに基づき、5⼈（1チームの基本数）・
ボール・フラッグの3要素を⼊れたものでお願いしました。3パターンつくって
もらいましたが、会議ではコンセプトが違うという意⾒や、どうしてこんなに
料⾦の安いところでつくるんだという意⾒もあって、頓挫してしまいました。
どうしようかと考え、今度はある程度周囲に根回しもしたうえで、ボールと
フラッグだけのシンプルなもの、⾊も⻘と⾚のシンプルカラーでお願い
しました。3パターンつくってもらい、そのうちの⼀つが会議で了承され、�
2009年の年明けにようやく正式なロゴとして確定しました。�
2⽉には待望のロゴ⼊りボールを発注することができました。ロゴの制作は�
私の責務として取り組んできたことなので、出来上がったロゴ⼊りボール�
を最初に⼿にしたときは「よし！」という達成感がありましたね。�
ロゴの制作に動いてから9カ⽉かかったわけですが、私にとってはいろいろ�
なことを学んだ価値ある9カ⽉でした。ビズアップさんにはこちら側の問題�
で⻑く時間を取らせ、迷惑をかけてしまったのではないかと思います。�

●ロゴには素晴らしいパワーがある�
―ロゴの評判はどうでしたか？�

時間をかけたこともあって、2008年10⽉に正式にスタートしたJFFO会にも、�
スポンサーであるNFLにも、新しいロゴは好感をもって受け⼊れられました。�
「フラッグフットボールのオフィシャルロゴができて良かった」�
「シンプルだけど躍動感があっていい」�
「さわやかさが感じられる」

そういう声をたくさん聞きました。

「星条旗カラーの2⾊が冴えている」

ボールなどをつくるメーカーの評判もいいですよ。�
もう、今ではこのロゴがフラッグフットボールのロゴだと、皆さんがわかる�
ようになっています。ロゴの持つ素晴らしいパワーを感じます。�

―ビズアップとのその後の関係はどうですか？�

ロゴはもう⼀つ、⼦どもたちにフラッグフットボールを楽しんでもらう�
フラッグゲームのロゴをつくってもらいました。ロゴ以外でも、名刺やパン�
フレット、封筒、資格認定のカードデザインなどをお願いしています。�

―最後に、JFFO事務局⻑としての今後の抱負をお聞かせください。

フラッグフットボールを⽇本全国の⽅々に知っていただき、そして楽しんで
いただける⽇に出会いたいですね。
お陰さまで、教育界からは「知⼒」「体⼒」「共有⼒」をともに養うことができる
スポーツとして⾼く評価され、今年度（2011年度）から施⾏された⼩中
学⽣の「新・学習指導要領解説」にもゴール型球技の新しいスポーツとして
紹介されるようになりました。当⾯の⽬標として、今後10年間で延べ1,000
万⼈の⼩学⽣がフラッグフットボールを体験することを⽬指したいと思い
ます。

協会関係者以外の反応もいいです。批判めいたことは聞いたことがありません。

15
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3.�ビズアップの特徴
（他社との違い）

Feature

16
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特⻑1���ロゴデザイン無料提案、採⽤時のみ料⾦発⽣

ロゴマーク発注時の『お客さまの2つのリスク』とは・・・？？

多くのデザイン会社は…�
デザインを採⽤するかしないかにかかわらず「作業代」をもらいたがる傾向があります。しかし、私たちは「作業代」をいただくサービスを提供しているわけではありません。「ロゴ」という�

「アイディアとその表現（＝デザイン）」をサービスとして提供させていただいております。「アイディアとその表現」がお客さまにとって「不要なもの」である場合は、料⾦� を頂戴するわけには

いきません。これは私たちのポリシーです。�

お約束！デザインに納得がいかない場合、お⾦は⼀切いただきません。

満⾜の⾏くロゴになるか
わからないのに返⾦され
ない『⼿付⾦』を⽀払わ
なければならないリスク

納得いかない（採⽤したく
ない）ロゴなのに『キャ
ンセル料⾦』を⽀払わな
ければならないリスク

ビズアップのサービスは、デザインを
⾒て、気に⼊った場合に購⼊いただく
システムですので、納得のいかない
デザインにキャンセル料や⼿付⾦を
払う必要はありません。発注するだけ
ならお客さまはノーリスクです。

17
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ビズアップでは、デザインを作成する上で、⼀番重視していることがあります。�

それは、必ずお客さまとお電話で（場合によってはお会いして）しっかり打ち合わせをする�

ことです。�

ビズアップはデザインのご依頼をいただく場合、インターネットの依頼フォームかFAXでいただいておりますが、

必ずお電話をさせていただきカウンセリングを⾏っています。�

お電話をさせていただくのは、20,000社さま以上のご依頼ひとつひとつに対応してきた経験豊かなディレク

ターです。�

ディレクターからのお電話では、ご依頼内容、納期の確認などは、もちろんのこと、50名以上いる�デザイ

ナーの中から、どのデザイナーがご依頼に⼀番マッチしているかをデザイン⾯と、お客さまの

お⼈柄などを考慮し選定させていただいております。�

やりとりをするデザイナーもお客さまも⼈間同⼠、デザインのテイストがマッチするだけでは本当に�

満⾜出来るデザインは完成しません。そのため、お客さまのお⼈柄もお電話で理解し選定を⾏います。�

私たちは、ただロゴマークをつくるという上辺だけのデザインサービスを提供している�

他社の様に次元の低い考えではなく、お客さまの新しいビジネスが⽣まれた最も熱い�

瞬間に⽴ち会い、その時の想いをロゴマークという形で表現することを許された数少ない�

⼈間だと考え、その誇りと責任をもってお客さまに接したいという気持ちで、ひとつひ

とつのご依頼に向き合っています。

お客さまからのご要望・お⼈柄を考慮し、最適なデザイナーを選定します。また、どんな⽅にでも理解してもらえるよう�

専⾨⽤語なども使わず丁寧に対応しています。

20,000社以上の依頼をこなす経験豊かなディレクター

ご依頼
合
お
わ
打ち
せ�

デ
提
ザ
出
イン 修正作業 ご⼊⾦ ご納品デ

決
ザ
定
イン

トータルすると2〜3週間程となります。

ご注⽂後
当⽇〜3営業⽇以内

3~6営業⽇ 7営業⽇〜
10営業⽇

デザイン
決定の翌⽇

ご⼊⾦確認後
2〜3⽇

デザインをつくる上で�
⼀番ポイントとなるお打ち合わせに�

⼒を⼊れています。

特⻑2���電話で（場合によってはお会いして）しっかり打ち合わせできる
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デザイナーによって、どんなデザインが得意かはそれぞれ違います。�

「シンプルなデザインが得意！」「⾼級なイメージのロゴならお任せ！」「20〜30代の男性向けロゴデザインが得意！」�

など、さまざまです。 

ビズアップが幅広いフリーランスデザイナーをそろえているのは、お客さまがロゴデザインを⾒て�

「良いデザインなんだけど、なんかイメージと違うなぁ」�

�とならないために、御社にぴったりのデザインをするデザイナーを担当とさせていただくためです。�

デザイナーは、指名することも可能ですし、ビズアップで御社にピッタリのデザイナーを選定させていただくことも可能です。

18

特⻑3���50名以上のデザイナーの中から⼈柄、作⾵ともに�最適な相性の�
デザイナーを提案（指名も可）

ビズアップが幅広いフリーランスデザイナーをそろえている理由は…
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無料提案の時点から、ロゴマークがどのようにして出来たか、
ロゴマークのコンセプトやカラー指定がひと⽬でわかる『ロゴカルテ』を作成します。

①�表紙
まず始めに、ご提案させていただくデザインが
何についてのデザインなのか、わかるようにして
います。

⾏います。

②�ご要望・ヒアリング内容のまとめ� ③�デザインデータ�

ディレクターが直接お客さまとお話をした際に� メインコンセプト、カラーデータ、ロゴマークの
出てきたご要望やポイントなどの内容をまとめ、� 構成解説、バリエーション、全体のコンセプトを
デザインを確認する前にお互いに再確認を� 明記したシートです。

④�イメージデータ
ご提案のデザインをお客さまの使⽤シーンに
合わせてイメージデータをご⽤意しています。
これによって、より具体的にデザインのイメージ
が出来、善し悪しの検討ができます。

上記と同様の流れで、3案それぞれのロゴカルテを作成します。�
実際のロゴカルテを付属資料としてご⽤意しておりますので照らし合わせてご確認くださいませ。�

ビズアップの無料提案は、作成したロゴをただポンポン提出するだけでなく、これらの内容をしっかり記載しております。�

御社がさまざまなデザインアイテムや印刷物を外注に出す際に、ロゴマークのデータとともにこの『ロゴカルテ』を渡すだけで、�

�外注先がどのようにデータを使⽤すればよいかわかります。

19

特⻑4���無料提案でも⼿を抜かず、ロゴカルテを作成

ロゴカルテとは？？
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提出したデザインを修正したい場合は5回まで無料で対応いたします。どのお客さまもだいたい2〜3回の�
修正でご満⾜いただき、デザインを決定いただくことが多いです。�
たとえば、下記事例のような修正をよくご要望いただきます。

■ 学校法⼈ヒラタ学園さまの事例
HIRATAGAKUENとKOBEの間の⽔⽟模様が現状はブルー系のグラデーションとなっておりますが、

⾚系のグラデーションへ変更願います。もしくは、⾚⾊か茶⾊のアクセントをデザインに
取り込んでいただきますようお願いします。

修正前 修正後 修正後

■株式会社フォーアールさまの事例
当初は「シンプル」にしていただくようお願いしていたのですが、出来上がりを⾒てみると、思った�

以上にチープに⾒えてしまうので、下記のように修正願います。�

①平⾯図ではなく、もうちょっと⽴体的に。
②⾊も2⾊ではなく鮮やかに。

やはりお客さまの想いのこもったロゴを作成するには修正が必要な場合が多いです。�
デザイナーはプロですので、安⼼してご要望をお伝�えください。�
※6回以上の修正は有料ですが、対応可能ですのでディレクターにご相談くださいませ。

修正前

20

特⻑5���修正をかけることで�
さらに満⾜度の⾼いロゴに仕上げる（修正5回まで無料）
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「ホームページやパンフレットはまた別の会社を探さなきゃ・・」�

そんなことはいっさいありません！いろいろな会社にバラバラに発注していては、お客さまの⼤切な時間を「業者探し」�

「イメージを伝える作業」などで無駄に使うことになってしまいます。�

私たちにロゴデザインを発注いただいた場合は、少しでも⼿間を省いていただけるよう、いろいろなデザインサービスをご⽤意

しております。�

詳しい情報は、ロゴマークを完成した後に、ご希望の場合に限りご連絡します（売り込みはしません、苦⼿です）。�まずは

ロゴデザインで「ビズアップいいね！」と思っていただけるようにがんばります！
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ディレクション デ
ク
ザ
オ
イ
リ
ン
ティ
の デザ

選
イ
択
ナ
肢
ーの 提案数 納�期 秘密保持 キャンセル時の扱い 価格

解�説

お客さまが求めるロ
ゴ のイメージを上手
に引 き出せるか。イメ
ージが ないお客さま
には最適 なものを提
案できるか。

デザイナーの能力や
経 験値は十分か。

自分にあったデザイナ
ー を選べるか、多種多
様な デザイナーが在
籍して いるか。

提案時にいくつくらい
の ロゴデザインを提案
する か。

ロゴマークの完成ま
で にかかる期間はど
の程 度か。

新商品や新事業など
に 関わる情報はきち
んと 秘密が保持され
るか。

キャンセル時に費用
が 発生するか。

ロゴマーク作成にか
か る料金はどの程度
か。

デザ
通
イ
常
ン
の
会社 ◎ ◎ × ◯ × ◎ × ×

ロゴ
一
作
般
成
的
会
な
社 △ ◯ × △ △ ◎ ◯ ◎

クラウドソーシング × △ ◎ ◎ ◯ × △ ◎

ビズアップ ◎ ◎ ◯ △ △ ◎ ◎ ◯

補�足

弊社は通常のデザイ
ン会社と同じように専
属のディレクターを
置き、お電話にて（場
合によってはお会いし
て）しっかりお話するこ
とで、他社に比べてお
客さまの求めるものを
正しくデザイナーに伝え
ることができ ます。

弊社はフリーランスと
して実績のあるデザイ
ナーの中でも、独自の
基準を設け、しっかり
と面談やスキルを確認
したデザイナーとのみ
契約しています。契約
まで辿りつけるデザイ
ナーは、8人～10人に
1人程度しかいません
（倍率8倍～10倍）。

弊社で契約している
デザイナーは全国で
50名以上です。この人
数であ れば、ほとんど
のお客さまのニーズに
お応えすることが可能
です。�
ただし、数 千 人 規 模
（学生や素人など玉石
混淆）で登録している
コンペ方式の制作会社
には人数ではかないま
せん。

弊社はフリーランスと
して第一線で活躍して
いるデザイナーを担当
とさせていただく関係
で、何十案も提案する
ことはコスト的に不可
能です。しかし、ディレ
クションがしっかりして
いますので、「3案」で
ご満足いただける提案
が可能です。

弊社の場合、しっかり
としたカウンセリン
グ・ヒアリングを行わ
せていただく関係で、
決して早い納期対応
ではありませ ん。デザ
イナーによっても対応
速 度 は マチマチで
す。�
しかし、極力ご希望の
納期に合わせさせて
いただいております。
ご相談ください（通常
納期は平均 2～ 3週
間）。

コンペ方式のサイトで
は、システマチックに数
千人のデザイナーが情
報を得られるようにな
っています。したがって、
情報の秘密保持は原則
不可能です。�
その他の企業は弊社
も含め秘密保持は守
られます。弊社では
NDAなどの基本合意
をご依頼時に締結さ
せていただくことも可
能です。

通常のデザイン会社
（作成料金の相場50
～100万円以上）はキ
ャンセルの場合でも返
金不可、または半金は
請求のケースが多い
ため、気に入らないデ
ザインが出てきた際の
リスクは高いです。 弊
社の場合はデザイン
がお気に召さない場
合のキャンセルは完
全無料です。他では一
部キャンセル料金が
発生するところもある
ようです。

通常のデザイン会社で
は、ロゴデザインは50
～100万円以上が相場
です。広告代理店やCI
製作会社に依頼する
と、100万円～ 1 , 0 0 0
万円の費用が発生しま
す。弊社よりも 安価の制
作会社はありますが、
弊社は価格の安さで勝
負している会社ではな
いため、経営として成り
立ち、デザイナーも納
得する最低限の価格を
設定しています。

検討しやすいよう、お客さまの⽬線で項⽬ごとに⽐較しております。

他社との⽐較表

22
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4.��料⾦について�
Price

23
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1.�デザインプラン
ロゴを作ることに特化、短期間でリーズナブルなロゴをお求めの企業さま向けプラン。

私たちは、ロゴマーク作成料⾦について、以下のように考えています。

「このクオリティでこの価格なら満⾜！納得！」と思っていただける価格設定。

これに基づきビズアップでは、98,000円（+消費税）からロゴマークを作成させていただいております。

そして、さらにより良いロゴマークに仕上げるためのオプションを⽤意しています。�

（もちろん、オプションをつけなくてもご注⽂いただけますし、クオリティが下がるわけではありません。）�

ビズアップのロゴ作成サービスは、まずは無料でご提案。デザインを気に⼊った場合、ロゴ作成料⾦+�

オプション料⾦となります。

ビズアップでは⼤きく分けて2つのプランを各3種ご⽤意しています（詳細は次ページ以降に記載します）。

98,000円〜（＋消費税）

2.�ブランディングプラン
期間とコストをかけて権利関係もクリアにされたい企業さま向けプラン。

300,000円〜（＋消費税）

ビズアップのロゴマーク作成料⾦についての考え⽅とプランの概要

24
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もしもこの価格を「⾼い！」と感じたら、起業家として要注意かもしれません。戦略なき安売りは社員を不幸にし、�
失敗に終わります。なぜこんなことが⾔えるのか？かつての私たちが安売りをしていたからです（笑）
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デザインプランは3種類ご⽤意しています。「ひとまずロゴがほしいんだ」という企業さまに短期間でリーズ�

ナブルなロゴをご提供します。

無料提案種類

スタンダード ○ 3案 1名 お電話 5営業⽇

提案数 デザイナー数 打ち
⽅
合
法
わせ 作成するロゴ ま

初
で
回
の
提
⽇
案
数 印象調査 著作権譲渡 商標調査 仕様書作成 （＋

価
消費
格
税）

バリュー ○ 3案 1名 お電話 5営業⽇ オプション 148,000円

タ
マ
イ
ー
プ
ク
2
＋
種

タ
マ
イ
ー
プ
ク
1
＋
種

ライト ○ 3案 1名 お電話 5営業⽇

タイ
マ
プ
ー
ど
ク
ち
・
らか

or

オプション 98,000円

オプション 128,000円

1.デザインプランのご案内

25
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マ�ー�ク�＋��
タイプ2種

無料提案種類

プライム

ビジネス

公募

ー

○

ー

20案以上

6案

応募数次第

10名以上

3名

仕上
1
げ
名
時に

また
お
は
電
訪
話
問

また
お
は
電
訪
話
問

また
お
は
電
訪
話
問

10営業⽇

5営業⽇

およそ2ヵ⽉

提案数 デザイナー数 打ち
⽅
合
法
わせ 作成するロゴ ま

初
で
回
の
提
⽇
案
数 印象調査 著作権譲渡 商標調査 仕様書作成 （＋

価
消費
格
税）

マ�ー�ク�＋��
タイプ2種

形状は
問わず�
１点まで

○

○

ー

○

オプション

オプション

○

○

オプション

○

オプション

オプション

500,000円

300,000円

300,000円

ブランディングプランは3種類ご⽤意しています。しっかりと期間とコストをかけて権利関係もクリアにされ�

たい企業さま向けのプランです。

2.ブランディングプランのご案内
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会� 社� 名

創�

設

業�

⽴

所� 在� 地�

TEL∕FAX�

従�業�員�数�

資� 本� ⾦�

代表取締役

株式会社�ビズアップ�

2006年�9⽉�� 1⽇�

2007年�9⽉�26⽇�

〒151-0072� 東京都渋⾕区幡ヶ⾕1-21-7�ART-1ビル2F�

03-5738-8265∕03-5738-7659�

20名（契約デザイナー50名以上�※�2021年10⽉現在）�

10,000,000円�

津久井�将信

2006年� 9⽉� 代表津久井が個⼈業主としてビズアップを設⽴し、かねて
より経験・実績のあるデザインとマーケティングを利⽤し、
「在庫なし・固定⼈件費なし」のビジネスモデルとして
「ロゴマーク作成ビジネス」をWEB上で展開。

2007年� 3⽉� 事務所移転。従業員1名を雇い��2�名体制となる。株式会社
に法⼈化。事務所を移転し、契約デザイナー3名と合同

沿�⾰

事務所をスタート。

2007年� 9⽉� 創業から1年で、ロゴマーク作成受注件数812社を達成。

2007年���10⽉� ロゴマーク作成受注件数1,000件突破。

2011年���11⽉� ロゴマーク作成受注件数5,000件突破。

2016年���11⽉� ロゴマーク作成受注件数10,000件突破。

2018年� 7⽉� ロゴマーク作成受注件数15,000件突破。

27

会社概要

2021年� 4⽉� ロゴマーク作成受注件数20,000件突破。
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以上でこの資料は終わりとなります。�

新しい⾨出をすばらしいものにしていただくことを�

願っております。�

最後までご覧いただきありがとうございます。


