
秋元真菜美 あきもとまなみ
［得意ジャンル］

akimoto@shiki-d.co.jp

学習・教育・ビジネス書などの装丁や本
文組、広報誌の誌面デザインなどもやり
ます。丁寧なヒアリングと、多くの人に
手に取っていただけるような魅力のある
デザインができるよう心掛けています。

つながり vol.21
［発行］
ＤＭＧ森精機株式会社 広報・展示会部

例解新国語辞典・漢和辞典
［出版社］株式会社 三省堂
［イラスト］イイダミカ

デイリー六法
［出版社］株式会社 三省堂

独学＆一発合格体験記
フリーター、行政書士になる！
［出版社］
株式会社 中央経済社ホールディングス

新 なるほど合格塾
日商簿記３級
［出版社］
株式会社 中央経済社ホールディングス
［イラスト］黒崎玄

訪日外国人　集客・販売ガイド
［出版社］
株式会社 中央経済社ホールディングス
［イラスト］輪島正裕

税理士が知っておきたい
開業医の税務と生涯設計
［出版社］
株式会社 中央経済社ホールディングス

税理士試験 財務諸表論・簿記論
直前予想問題集
［出版社］株式会社 中央経済社ホールディングス
［イラスト］本田佳世



熱田 肇 あつたはじめ

［得意ジャンル］

atsuta@shiki-d.co.jp

実用書、ビジネス書、教科書、さまざまなジャ
ンルで、「わかりやすく伝える」をテーマに、
読みやすさ、印象にのこるデザインを心掛
けています。本の素晴らしさを感じてもら
えるよう、努力していきたいと思います。

［大泉書店］　読売ジャイアンツ　教科書シリーズ

［日刊工業新聞社］　数学フリーシリーズ

［三才ブックス］ ［日刊工業新聞社］ ［大泉書店］

［日刊工業新聞社］ ［日刊工業新聞社］ ［中央経済社］

［日刊工業新聞社］ ［日本実業出版社］ ［帆風社］
［三省堂］ 28年版 中学 現代の国語 1.2.3年 

［浄土宗］浄土宗新聞　なむちゃんマンガ連載中 ［日刊工業新聞社］　おもしろサイエンスシリーズ



大山陽子 おおやま ようこ
［得意ジャンル］

ohyama@shiki-d.co.jp

目で見てわかるスローアウェイチップの
選び方・使い方
［日刊工業新聞社］装丁・本文DTP

トコトンやさしい工程管理の本
［日刊工業新聞社］
装丁・本文DTP

モータ制御theビギニング
［日刊工業新聞社］本文DTP

トコトンやさしい人工知能の本
［日刊工業新聞社］
装丁・本文Dト

3Dプリンタで
はじめる
デジタルモノづくり

［日刊工業新聞社］
　装丁・本文DTP

PWMI NewsLetter
［プラスチック循環利用協会］
 本文DTP

水しらべの基礎知識
［オーム社］本文DTP

組版や作図を担当しています。読む
人が読みやすく、わかりやすい組版
や図面づくりを心がけています。ジ
ャンルにかかわらず、ぜひ一度ご相
談ください。

ひと目でわかる！図解エイチアンドエフ
［日刊工業新聞社］本文DTP

産業遺産
［日刊工業新聞社］本文DTP

学校における
食育実践ガイド
［同友館］
本文DTP

絵とき配管技術用語事典
［日刊工業新聞社］本文DTP



トコトンやさしい橋の本［日刊工業新聞社］
2色展開、イラスト等で見やすく、明るく

スムリラ［いきいき株式会社］
4色展開、シニア女性向け通販向け女性誌

トコトンやさしいばねの本［日刊工業新聞社］
2色展開、イラスト等で見やすく、明るく

おもしろサイエンス安眠の科学［日刊工業新聞社］
1色展開、わかりやすい図版＆イラストで解説

奥田陽子 おくだ ようこ
［得意ジャンル］

okuda@shiki-d.co.jp

丁寧な組版＆スピードで即時、対応致し
ます。この他、お料理系、植物系等も対
応します。

とれたて！わが家の田んぼごはん
［万来舎］
カバー、本文、見返し、ちらし

技術士第二次試験 機械部門 択一式問題  第３版 150選 ［日刊工業新聞社］
シリーズものの第 3版。手に取りやすい明るい雰囲気で。

技術士第二次試験 機械部門 要点と〈論文試験〉解答例 ［日刊工業新聞社］
新シリーズ第１版。手に取りやすい明るい雰囲気で。

はじめてのハーブ 手入れと育て方［ナツメ社］
写真、マークなどを多用し、カラフルに作成。



岡崎善保 おかざき よしやす
［得意ジャンル］

okazaki@shiki-d.co.jp

ビジネス書・理工書・ コンピュータ書
の装丁 (レイアウト・本文設計も含む )
を中心にデザインをしています。著者や
編集者の本に込めた思いが、読者に伝わ
るようなデザインを心がけています。

週刊ダイヤモンド ［ダイヤモンド社］

ガンプラテクニックバイブル［成美堂出版］

モビリティ革命
［森北出版］

小飼弾のコードなエッセイ
［技術評論社］

化学の新演習
［三省堂］

関数型プログラミングに
目覚めた！［秀和システム］

iPhone/iPad開発ポケット
リファレンス［技術評論社］

iOSアプリ テスト自動化入門
［秀和システム］

GO!GO!自転車 2011［成美堂出版］ ソーシャルメディア白書 2012［翔泳社］

ZBrushとSculptrisによる
3Dモデリング入門 ［秀和システム］

模範六法
2012・2013・2014［三省堂］



黒田陽子 くろだようこ

［得意ジャンル］

kuroda@shiki-d.co.jp

ビジネス書、人文学書、理工学書などの
装丁を数多く手掛けています。ジャンル
に関わらず、色々なデザインに挑戦して
幅を広げていきたいと思っています。

少女小説事典
［東京堂出版］2015　装丁デザイン
古き良き時代の少女挿絵から、現代の少女
像への移り変わりを表現しました。

産総研 LINK
［国立研究開発法人　産業技術総合研究所］
2016～　表紙・本文デザイン
取材の立ち会いをし、写真撮影のディレク
ションまで携わっています。

マーケティング理論の焦点
［中央経済社］2016　装丁デザイン
赤い色面で印象を強く。同時に信頼できる
印象になるよう心がけました。

「億万長者」思考
［日本実業出版社］2016　装丁デザイン
黒・白・金色でインパクトのある装丁に。
文字で見せるデザインにしました。

つながり
［DMG森精機株式会社］2011～　本文デザイン
情報をしっかり、品よく届けられるようデザインしています。

ワールドシネマ・スタディーズ
［勉誠出版］2016　装丁デザイン
スクリーンの向こう側に無限に広がる映画
の世界をイメージしました。

本格の書　小倉百人一首
［勉誠出版］2016　装丁デザイン
格調高く、柔らかく且つ「本格の書」とい
うタイトルに合うようデザインしました。



フットサル BOOK
［成美堂出版］2015

司法書士シリーズ
［TAC出版］2015

秘書検定合格教本
［新星出版］2015

最新金融商品取引法
［中央経済社］2015

小山　巧 こやまたくみ

［得意ジャンル］

koyama@shiki-d.co.jp

主に表紙・装丁（本文レイアウト設計も
含む）のデザインをしています。得意な
ジャンルはビジネス系・スポーツ系・資
格・コンピュータ関連です。書店で読者
の目にとまるデザインを心がけてます。

設備と管理
［オーム社］2015～ 17

ビジネス法務
［中央経済社］
2015～ 17

ヘルス＆スポーツ シリーズ／
テニスは劇的にすまくなる！
［新星出版］2015

キタミ式 イラスト IT塾シリーズ
［技術評論社］2016

物質と意識
［森北出版株式会社］2016

英文ビジネス契約書
［中央経済社］2015

ベンチャー企業の法務
［中央経済社］2016

シンプル FX
［扶桑社］2014



教科書・教材
［三省堂］
表紙・本文

企業会計［中央経済社］表紙 辞書［三省堂］特装版ジャケット

アニメ雑誌・ムック
 ［学研パブリッシング▶学研プラス］
表紙・本文

演劇界［演劇出版社］雑誌本文［三菱UFJリサーチ&コンサルティング］会員誌本文

［DMG森精機］広報誌本文

ガンプラテクニックバイブル［成美堂出版］本文

齋藤清史 さいとうきよし

［得意ジャンル］

saito@shiki-d.co.jp

教科書等の仕事を担当しています。何で
もできる訳ではないので、やったことの
無いジャンルでは戸惑うこともあります
が、一生懸命に当たらせていただきます。



角 一葉 すみ ひとは
［得意ジャンル］

sumi@shiki-d.co.jp

イラストレーション。
やわらかいタッチのイラストを描きま
す。

週間ダイヤモンド
［週間ダイヤモンド］2015
特集ページイラスト

日刊工業新聞社
［トコトンやさしい液晶の本］2016
本文イラスト

三省堂
［中検準 4級対応クラウン 
中国語単語 600 CD付き］
2015
本文イラスト

中央経済社
［家計を元気にする
税金活用術］
2016
カバー・本文イラスト



萩原 睦 はぎわら むつみ
［得意ジャンル］

hagiwara@shiki-d.co.jp

週刊、月刊、季刊、実用実務・専門書、
学参、研究書、事典…それぞれに内在す
る、一冊の本としての寿命。所有された
あとの時間に耐えうるデザインを常に心
掛け、一点一点真摯に向き合っています。

エッセンシャル
経営史
［中央経済社］2016
装丁

コーポレート
ガバナンス・コードの実務
［同文舘出版］2015
装丁

とらわれない
発想法

［日本実業出版社］
2016装丁

世界神話伝説大事典
［勉誠出版］2016

装丁

やさしい囲碁トレーニング
シリーズ

［池田書店］2013～
装丁・紙面設計

「ダイナミック組織」
戦略
［日本実業出版社］
2016装丁

プロパガンダ・ポスター
にみる日本の戦争 
［勉誠出版］
2016装丁

狂言七十番
［勉誠出版］2014
装丁

超一流アナリストの
技法

［日本実業出版社］
2016 装丁

週刊ダイヤモンド
［ダイヤモンド社］

2006～ 
表紙・一部レイアウト

演劇界
［演劇出版社］2010.4～ 表紙

国際
タックスプランニング入門

［中央経済社］2015 
装丁

日経平均
トレーディング入門
［中央経済社］2015 

装丁

新版 M&Aの
グローバル実務 第 2版 
［中央経済社］2013

装丁



古屋真樹 ふるやまさき

［得意ジャンル］

furuya@shiki-d.co.jp

教育関係の雑誌から教科書を中心に、文
藝書、医療、IT、美術、スポーツ、企業
報告書など様々なジャンルに対応、これ
までの経験から、最善のデザインをご提
案いたします。ご相談ください。

中学校美術 1、2・3上下
［日本文教出版株式会社］2015
装丁・本文デザイン

中央公論［中央公論新社］2015～　本文デザイン

高校生の音楽❶［教育芸術社］2015　
表紙 +ディレクション

からくり改善基本コース❶［日本能率協会マネジメントセンター］2012　
表紙 +本文デザイン

「LIVE!」シリーズ［翔泳社］2013～　
表紙 +本文フォーマット +ディレクション

ベーシックプラスシリーズ
［中央経済社］2015～　装丁

ビジネスマネジャー検定試験
公式テキスト +問題集
［中央経済社］2015～　
装丁 +本文フォーマット

新年ご挨拶パンフレット
［日本能率協会マネジメントセンター］2016
トータルデザイン



国際協力ガイド
［国際開発ジャーナル社］ 

アロマテラピー検定　合格テキスト +問題集　［ナツメ社］

未来へ贈るレシピ　エネルギーミックスパンフレット
［日本電気協会］

3日間
塩抜きダイエット
［宝島社］

ピラティス with 
バランスボール
［成美堂出版］

安心生活
サポートマガジン
Always
［企業 PR］

エネルギーミックスって
なんだろう
エネルギーミックス
パンフレット
［日本電気協会］

一般実用書、女性誌、
本文デザイン、各種ちらし、装丁等
▶親しみやすく、読みやすい誌面づく
りをめざしています。

室田敏江 むろた としえ
［得意ジャンル］

murota@shiki-d.co.jp



矢野 貴文 やの たかふみ
［得意ジャンル］

yano@shiki-d.co.jp

これまで雑誌や書籍エディトリアルデザ
イン中心に、様々なジャンルの出版物に
携わってきました。また、ポスターやチ
ラシなどの販促物のデザインにも対応し
ます。

週刊ダイヤモンド［ダイヤモンド社］
経済・ビジネス情報誌（週刊誌）／
表紙・特集デザインなど

平成 28年度版中学国語教科書［三省堂］中学教科書 1・2・3年生／デザイン

将棋戦局別名局集シリーズ［マイナビ出版］
単行本／装丁

棋士名局集シリーズ［マイナビ出版］
単行本／装丁＋本文フォーマット

ジャパニーズ インベスター［宝印刷］
個人株主向けフリーペーパー／ AD デザイン全般
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山本嗣也 やまもとつぐや

［得意ジャンル］

yamamoto@shiki-d.co.jp

ビジネス書、人文、資格、趣味、電気…
などの装丁、紙面デザインをさせていた
だいています。読む人にとって良い本に
なるよう、一生懸命努めます。

麻雀技術の教科書
［池田書店］2016
装丁・本文デザイン

検定簿記講義シリーズ
［中央経済社］2016
装丁

ウチの会社電気
売るんだってよ

［日本電気協会新聞部］2015
装丁・本文デザイン

税務弘報
［中央経済社］2017
装丁・本文デザイン

描かれたザビエルと戦国日本
［勉誠出版］2016
装丁・本文デザイン

能面を科学する
［勉誠出版］2016
装丁

ことわざと成句が語るロシア文化
［勉誠出版］2016
装丁

真田幸村歴史伝説文学事典
［勉誠出版］2015
装丁
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