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私たちボンズ企画は設立以来、どんなに小さな仕事も、それは製品、

ひいては企業のイメージをつくると考えてきました。

製品やサービスや企業のコンセプトを、コミュニケーションのコンセプトに変換し、

ものやサービスや企業の価値を伝えることに努めて来ました。

私たちはアイデアにもとづく高いレベルのプロモーションをめざして、

企画から完成まで一貫した提供を行っております。

ボンズ企画では、ブランド活動の一環として
ブランドブックを制作し、社員に持たせております。
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◦野村工務店

企画 / プロモーション

ABCセンター 壁面アート イノベーション
大阪府枚方市香里ヶ丘の郊外にある商業ビル「ABCセンター」の新たな
ビルオーナーとなった（株）野村工務店は、ここが 55年親しまれたショッ
ピングモールで、地元の要望もあり、継続して行く方針を決めました。私
たちに任せられた要望はテナントを増やしランドマークを目指すイメージ
チェンジでした。まずは活気ある場に見えるような変身をテーマとして、
人の集まるアートの可能性に注目。「再生と成長」をコンセプトとして掲げ
る壁面アーティストとして今、最もホットなオノルイーゼ（小野 留依聖）を
起用。イベントを行いやすい、明るい場の提供を目指す方向で地域への
貢献を目指しました。

アートで華やかになっ
た壁面（上）。右は制作
前の壁面。

制作はビル 2棟に本格的な足
場を設置し、約 3週間で仕上
げました。

オープニングで先着
50名様に配られたオリ
ジナルマグカップ。

駐車場スペース側にも、
通りから遠目にも目立つ
絵が制作されました。

曲線と色彩鮮やかなオノルイーゼの壁面アート。

制作中のオノルイーゼ。

正面のスーパーに向かうスロープにも壁面アートを施しました。
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【たどる】

江戸川区のアートの足跡、江戸時代から現代まで時代をたどりなが
ら江戸川区にゆかりのある作家や作品を紹介。

【トリックアート：記念撮影ブース】
目の錯視（さくし）を使った 1階フロアーと連動したトリックアートに
よる体験型記念撮影ブースを設置。

【DVDコーナー】

【オープンギャラリー】

【つどう】

江戸川区内でアートにた
ずさわる方々の作品を
オープンギャラリーにて

展示、紹介。
【つなぐ】

アートを通して人と地域そして社会との結びつきに取り組み、江戸
川区のアートコミュニティーとし有意義な活動を行っている施設や
学校、団体の活動を紹介。

◦えどがわ文化プラザ

第 18回企画展示「えどがわ、アートな日和。」
当企画展示ではアートの江戸川を【たどる】・【つなぐ】・【つどう】のテー
マに沿って江戸川区にゆかりのある江戸期の浮世絵、近代の美術作家
から現在も活躍するアーティストをはじめ、区内の美術施設や教育・振興
活動に取り組む個人団体、機関を紹介しました。
展示室内には、アートに触れ、芸術をもっと身近に感じ、気軽に楽しんで
いただけるよう体験型オブジェ『江戸川百目きのこ』や、トリックアートの
撮影ブース、感じたことを自由に描いて表現する黒板などを設置。
又、抽象絵画のワークショップや漫画描き方講座、アート・イン・Tシャ
ツプロジェクトなど参加型イベントも多数開催しました。
この展示を通してアートに触れて、体感して、表現して、芸術をより身近
に感じていただき、アートの楽しさ〈創る〉〈観る〉ということに興味を抱い
ていただける、そんな「アートな日和」となるよう願いを込めた展示としました。

広告

企画 / 展示会
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◦えどがわ文化プラザ

第 20回企画展示「えどがわ農力図鑑」
区内農業の歴史や都市農業としての役割、農家の取組みや生産者の声
などを、写真パネルやイラストで紹介。江戸時代から現在までの区内農
業の変遷を時系列に解説しているほか、江戸川区の特産品でもある小
松菜の栽培を営む農家を取りあげ、土作りから市場へ流通するまでの工
程を細かく解説。消費者が普段なかなか知ることのできない、市場にお
ける競りの様子を映像で伝えているコーナーも設置しました。また、同
展では「小松菜カレー」など、江戸川区の特産品である小松菜を使用し
た料理を提供する区内の飲食店を紹介。開発にまつわる店主の逸話や、
小松菜の上手な調理方法などを紹介しました。パネルは、写真やイラス
トを豊富に使用しているのが特徴です。イラストレーターの長野亮之介
氏が描く、絵本のような柔らかいタッチのイラストで、会場全体を温かい
雰囲気に包み、子どもから大人までが区内農業について正しく理解でき
る空間をめざしました。

イラストレーターの長野亮
之介氏が描くあざやかな絵
を、エントランスから各コー
ナー、多く使用し、身近な
イメージかつ分かりやすさ
を狙う。

江戸川区の農業の〈いま〉
をライブ感あふれる映像
で伝えます。生産者への
インタビューや子どもたち
が撮影した写真、小松
菜クッキングの実演など
を流します。

江戸川区の農業についての基礎知識を提示。江戸川区における農業の
概略や都市農業の実態、年表形式による江戸川区の農業の沿革などを
紹介。

江戸川区の名産、小松
菜を使った料理や各種
食品を紹介。小松菜
にかける料理人や生産
者たちの思い、消費者
の反応、商品開発上
の苦労話などで構成し
ました。

広告

小岩の朝顔市に向けて、開花をカウント
ダウン式に紹介します。日々変化する朝
顔の成長ぶりを写真で追い、順次貼り
替え更新しながらの展示となります。

合わせての企画、《ワークショッ
プ 花と野菜の折り紙教室》を開
催しました。
講師は、イラストレーターの長野
亮之介氏で、朝顔の作成。大き
な紙でハスの花を折り、大変な盛
り上がりで、２時間では足りない
大反響となりました。

企画 / 展示会
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◦うちな〜んちゅアーティスト祭

2009年年末と2010年の年末、那覇空港を舞台に「うちな～んちゅアーティ
スト祭」を開催しました。沖縄の「宝」である珊瑚の海を美しいまま次代
へ手渡そうという呼びかけに賛同した気鋭のアーティストたちが集い、書や
絵の実演から音楽、踊り、古典芸能まで、さまざまなパフォーマンスを繰り
広げました。空港を利用する県内外の旅行者はもちろん、地元のみなさん
もわざわざ足を運んでくださりました。イベントを支えるオリジナル・カレンダー
やポストカードの販売、演目や公演中の写真など、さまざまな情報を提供
しながら、「美ら海を守りたい」という私たちの思いをより多くの方に呼びか
けるイベントとなりました。

国吉佐和子氏の
ヴィオラ演奏を背
景に、筆文字アート
を書く田場珠翠氏。

終了間際、ステージに出演者たちが勢ぞろい。 沖縄タイムス

神谷武史氏とその仲間たちによる伝統舞踊。

広告

アーティスト祭オリジナル
「SAVE THE SEAカレン

ダー」

企画 / イベント
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◦テラル株式会社

直結給水ブースタポンプMC5型ショールーム
水と空気をフィールドとするテラル様は1918年から、この水と空気の役割を見
つめ、業界をリードする新しい技術を開発しながら、需要を喚起する製品とシ
ステムをお届けしてきました。
ボンズ企画は発足から、多くのテラル製品に関わる機会を得、カタログそし
て展示会用パネルの制作、その他セールスツールの提案を成して参りました。
そして新製品、直結給水ブースタポンプMC5型の完成を機に、2015年 3
月より半年間、テラル東京支社の近くに展示ルームを新設いたしました。館
内では、MC5型の実機展示や実演コーナー、パネル展示など、テラルの
理念と技術力を存分にご覧いただける構成としました。

ブースタポンプ 

MC5

企画 / ショールーム
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［ Triple e ］ マーク/ロゴ－1

グラデーションスケール

C40

▲
C36
Y05

▲
C83
M60
Y25

▲
C69
M15
Y06

カラー 1色（黒）　　

1色（TERAL Blue使用時）

反転

●左右50mm以上

●カラースケール

●標準使用サイズ ●左右10mm以下
22

罫線の太さ
0.25mm～

罫線の太さ
0.16mm～

罫線の太さ
0.12mm

10

50

K60

［ Triple e ］ マークの表現禁止例ー1

Triple e マークを誤った使用をすると、統一イメージを損ね、マークの持つメッセージが活かされません。

ご注意ください。　　

▲マークを変形させるのは止めましょう。 ▲マークにパースをつけるのは止めましょう。

▲マークを分解して使うのは止めましょう。▲マークにアウトラインで表現
　するのは止めましょう。

▲マークにフチをつけた表現を
　するのは止めましょう。

▲マークかたむけた表現を
　するのは止めましょう。

▲マークを不適切な解像度で表示
　するのは止めましょう。

▲マークに別の商品名等を組合せて一体化
　するのは止めましょう。

▲ロゴを別のフォントに置き換える
　のは止めましょう。

▲マークに別の要素を加えて表現する
　のは止めましょう。

▲マークにシャドウを加えて表現する
　のは止めましょう。

NX-VFC-e

Triple e

［ Triple e ］ 名刺／封筒－1

www.teral.net

仙台支店
札幌営業所 所長

yamada00@teral.co.jp

札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011
TEL.011-644-2501 FAX.011-631-89982
携帯.090-0000-0000
TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790
本 社／広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003
TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

1級管工事施工管理技士／2級電気工事施工管理技士

山 田 太 郎

www.teral.net

仙台支店
札幌営業所 所長

yamada00@teral.co.jp

札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011
TEL.011-644-2501 FAX.011-631-89982
携帯.090-0000-0000
TEL.03-3818-7700 FAX.03-3818-6790
本 社／広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003
TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777

1級管工事施工管理技士／2級電気工事施工管理技士

山 田 太 郎

事務用品／封筒／長形3号表面 （4色）

事務用品／封筒／長形3号表面 （TERAL Blue 1色）

名刺 （TERAL Blue＋黒 2色） 名刺 （4色）

料金後納郵便

□□局

www.teral.net

料金後納郵便

□□局

www.teral.net

［ Triple e ］ マークの基本表示と背景色の関係　

Triple e マークは、白、または白地に使い背景色を基本とします。マークの視認性が悪い、背景と同化する様な色は

背景色として選ばない様にしてください。

SJMS型
渦巻きポンプステンレス製

陸上ポンプ

CLF5-VF-HOH型
遠心送風機 シロッコファン（多翼送風機）
一般空調用

［ Triple e ］ 製品パネル／カラーリング

各、製品カテゴリーで色彩計画を行い、展示会場での効果はもとより、パネルの管理をしやすくします。

大分類「ポンプ=青/送風機=緑」を色分け

中分類を色分け

大分類「ポンプ=青/送風機=緑」を色分け

中分類を色分け

小分類

■渦巻きポンプ　■自吸式渦巻きポンプ　■カスケードポンプ　

■オイルポンプ　■ベーンポンプ　

中分類

■陸上ポンプ

■水中ポンプ

■給水ポンプ

■消火ポンプ

■清水水中　■排水水中　

■直結給水ブースターポンプ　■陸上給水ポンプ　■水中給水ポンプ

■家庭用ポンプ

■電動機駆動型　■補助加圧ポンプユニット　■特定施設水道連結型

■キュービクル型　■エンジン付

大分類

使用例

使用例

［ポンプ］

［送風機］

小分類

■遠心送風機　■斜流送風機　■全熱交換器　

中分類

■一般空調用

■排煙機

■産業用

■業務用

■排煙ファン　

■遠心送風機　■軸流送風機　■ブロワ

■圧力扇　■屋上換気扇　■クロスファン　■農畜産用換気扇

■防霜ファン　■ミニジェットファン　■誘引ファン　

■送風機

大分類

■ポンプ

［ Triple e ］ 製品パネル／メインパネル　

Triple e マーク使用時からイメージを一新し、今までよりも製品導入が伝わるものとします。「中分類」の色を中心に

「大分類」の色を補足的に使用します。

SFシリーズ
誘引ファン
業務用ファン

大分類「ポンプ=青/送風機=緑」を色分け

製品概要
用途
特徴

中分類を色分け

軽量でコンパクトなボディから、
静かで安定した誘引気流を
提供します。

誘引ファンは、吹出ノズルから高速で空気を吹き出し、周囲の空気を誘引して気流をつくり、空気の移送や撹拌を行い均一な空調・
換気を行うファンで、施工性に優れ、イニシャルコスト・ランニングコストが低減できます。

■誘引ファンとは？

■用途例 ■特徴
消費電力は家庭用照明器具並みの30Wです。

（SF200/3∅.200V仕様の場合）

吹出口風量の約20倍の周辺空気を誘引し、
大きな空気の流れを作ります。

縦横、斜めと上下に吹出方向が自由自在に設定できます。

－10℃～40℃　過酷な条件でも運転可能。（低温時は停止させない）
自動倉庫、冷暖房施設内の温度の均一化などにも最適です。

（上記範囲外の温度の場合はご相談ください）

風の流れを作りたいがダクトを引くスペースがない場合においても
電源と設置場所さえあれば問題なく流れを作ることができます。

4極モーター仕様は、従来の誘引ファンにはない静かさを実現。
サイレンサーを取付ることによってより静かな場所でも運転可能です。

● 大空間、小空間での換気・空気の搬送等。

● ビルの機械室、特高電気室の換気。

● 屋内プールの天井内の結露防止。

● 工場内の溶接ヒューム、有毒ガスの換気。

● 航空機整備、塗装工場の送風補助。

● 洞道内、地下共同溝の結露防止と換気。

● トンネル工事の切羽における換気の補助。

● 工場内における暑熱対策。

● 地下駐車場排ガス換気システムのダクトレス化。

● 病院や会議室、図書室、学校などの暗騒音の低い場所での使用。　
  （S、L型サイレンサーを取り付けることでより静かに）

● ホールやアトリウム、体育館、ラック倉庫等の天井の高い空間の
   冷暖房時の温度の均一化。

● 製品の冷却時間の短縮・ 機器の冷却等に使用し効率を上げる。

省エネルギー

誘引風量

吹出し方向

使用温度

ダクトレス

静　音

［ Triple e ］ 広告使用例－2

A4  1/4  (210mm×74.25mm)

A4  1/3  (210mm×99mm)

A4  1/6  (210mm×49.5mm)

水と空気で未来を創る

www.teral.net

ポンプ　送風機　給水装置　ろ過装置　生ごみ処理システム

水と空気で未来を創る
ポンプ　送風機　給水装置　ろ過装置　生ごみ処理システム

www.teral.net

水と空気で未来を創る

www.teral.net

ポンプ　送風機　給水装置　ろ過装置　生ごみ処理システム

［ Triple e ］ 販促／カタログ 表紙／リーフレット基本フォーマット案1／A4サイズ

A4／210mm×297mm

50Hz /60Hz

54 10

10

5

□□□□□□□□□□□□□□□□□

BC-EFG

［ Triple e ］ 広告使用例－1

A4  1/4  (210mm×74.25mm)

A4  1/3  (210mm×99mm)

A4  1/6  (210mm×49.5mm)

水と空気で未来を創る
ポンプ　送風機　給水装置　ろ過装置　生ごみ処理システム

www.teral.net

水と空気で未来を創る
ポンプ　送風機　給水装置　ろ過装置　生ごみ処理システム

www.teral.net

水と空気で未来を創る

www.teral.net

ポンプ　送風機　給水装置
ろ過装置 生ごみ処理システム

◦テラル株式会社

VI.計画
1999年の省エネ法改正で、省エネ基準を現在商品化されている最高
のエネルギー効率以上に定める「トップランナー制度」が設けられました
が、2013年 11月に産業用電動機もこの制度に加えることが決定されました。
そのため、国内の省エネ基準が 2015年 4月から、欧米など世界各国の
規制に合わせた「IE3」基準対応に変わります。世界的な規模で、省
エネに対するニーズが急速に高まっており、テラル様においてもトップラン
ナー規制に準拠した商品開発に急ピッチで取り組んでおり、こういった状況

を踏まえ、新たに「Triple e」というコンセプトを掲げて活動する事になりま
した。当社では、本件に関してVI.企画～デザイン立案～マニュアル～
展開までの全てを手がけました。

高効率な商品で

省エネを実現し

地球環境を守る。

企画 /V.I.
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◦株式会社日健

C.I.計画
日健様は、主に百貨店に主要商品を展開してきた小泉グループの老舗
商社です。栄養補助食品を中心に、現在は自然化粧品も取り揃えていま
す。私たちは分析の結果、「確かな品質の商品」を「プロの目で厳選」
し「温かなおもてなし」の接客で、お客様に「信頼と安らぎ」「健康と癒し」
をもたらす様に努めていると言うアプローチを立ててC.I.開発に望みました。

企画 /C.I.
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◦学校法人 桜丘学園 / 専門学校ファッションカレッジ桜丘

C.I.計画
2016年、創立70周年を迎え、校名を「ファッションカレッジ桜丘」とし
てから既に18年が経過しました。さらなる事業の展開からファッション
にとらわれない①「長い蓄積から開けた学校である事」。②「個別に
学生を大切に思う姿勢」が伝統の様に根付いていて、今後新たな変
貌を遂げても変わらぬ姿勢である事。この2方向をベースに、新時代
の「ファッションカレッジ桜丘」マーク/ロゴデザインが開発される事に
なりました。マークの形状をモダンなアウトライン形の桜の花びらを重
ね動きあるイメージにする事で、変化～進化を示し、新たなる旅立ち、
過去から現在、未来への飛躍を示します。

企画 /C.I.
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C.I.展開例（一部）

企画 /C.I.

ストラップ

2号館案内版

1号館看板

名刺 /クオカード   

封筒
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大学 / 教育機関向けツール

◦明治学院大学

保証人会会報誌「San・Sun」
明治学院大学様が、年 2 回発行している保証人会会報誌です。キャンパス
の情報を中心に、保証人懇談会、会員だより等の掲載をしております。
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大学 / 教育機関向けツール

◦明治学院大学

国際学部平和研究所「PRIME」

マグカップ

ペンたて

名刺

ステンレス・サーモボトル

150周年記念校旗

クリアファイル

封筒

「Socially」社会学部設立 50周年記念号

季刊誌/各種グッズ
明治学院大学様とは長い取引をさせていた
だいている事から、各学部様よりも季刊誌
の制作をいただいております。さらに生協
で扱われるグッズの提案から具体化まで行
わせていただいております。2016年は卒業
記念品も提案させていただきました。
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大学 / 教育機関向けツール

景明館案内

国際学生宿舎案内

相模湖合宿所案内

◦一橋大学

学生寮/合宿所案内
一橋大学様は、相模湖学生宿舎のパンフ
レットを制作したのを皮切りに、学生寮と
して新築したばかりの景明館、そして各国
立大学の学生が使用している国際学生宿舎
のパンフレットを撮影から企画制作する事
になりました。通常、国立大学の仕事は入
札になりがちですが、光栄にも直接ご連絡
を受けて仕事をさせていただきました。
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告知広告

◦総務省総合通信基盤局

平成28年度 電波利用環境保護活動広告
電波の利用にはルールがあります。ルールを守らないと社会的に悪影響が
大きいことを周知することにより、正しく無線局を運用している電波利用
者を、不法無線局による混信その他妨害等から保護することが本広告の
目的です。毎年アピールを行っていて、今まではスポーツ選手、アイドル、
正義のヒーロー、アニメキャラクター等が使用されましたが、我々はまだ
お笑いタレントが使用されていない事に気付き、お笑いタレントは特にお
茶の間で認知されている事から「バイきんぐ」をプロデュース。総務大臣
に喜ばれ決定しました。

B2ポスターリーフレット　中面

新聞広告　3段

新聞広告　突き出し

ポケットティッシュ

B3交通広告
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◦テラル株式会社

企業広告
ボンズ企画は発足から、テラル様の多くの製品広告をはじめ、
企業広告を、あらゆる媒体向けに手がけて参りました。

企業広告

普段人々が無意識に接している水や空気は、

すべての生命に不可欠な存在です。

そして、これらを産業や生活の分野でコントロールすることにより、

人々の生産活動を加速させるとともに、

より安全で快適な生活基盤をつくり上げてきました。

私たちテラルは、1918年の創業以来、90年以上にわたり、

ポンプやファンなど、水や空気の流れを操る多彩な製品を開発してきました。

これらは、みなさんの日常生活や、あらゆる生産活動の分野で深く関わっています。

水と空気のあるところ、
その全てがテラルのフィールド。

ポンプ　ファン　ろ過装置　生ごみ処理システム　環境システム

本　　  社／〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230
　　　　　　TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社／〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

テラルは、サンフレッチェ広島を
応援しています。

Ⓒ1992 S.FC

東京・大阪など
全国9支店、47営業所www.teral.net詳しくは テラルwww.teral.net詳しくは

東京・大阪など
全国9支店、47営業所

本　　 社／〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230　TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社／〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

普段人々が無意識に接している水や空気は、
すべての生命に不可欠な存在です。

そして、これらを産業や生活の分野でコントロールすることにより、
人々の生産活動を加速させるとともに、

より安全で快適な生活基盤をつくり上げてきました。

私たちテラルは、1918年の創業以来、90年以上にわたり、
ポンプやファンなど、水や空気の流れを操る多彩な製品を開発してきました。

これらは、みなさんの日常生活や、あらゆる生産活動の分野で深く関わっています。

水と空気のあるところ、
その全てが

テラルのフィールド。

テラル

企業広告

企業広告企業広告

V.I.発表広告
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商品広告

◦テラル株式会社

直結給水ブースタポンプMC5型製品広告
このポンプは省電力 30％を実現し、第 12 回エコプロダクツ大賞「審
査委員長特別賞（奨励賞）」を受賞した優秀な製品です。B to B
製品ではありますが、どの様な方から支持が得られるか、ひいてはそれ
が共感に繋がるかを調べ、広告媒体に合わせて「施工者編」「ビルオー
ナー編」「マンションオーナー編」と3 種類を用意しました。

本　　 社／〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230　TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社／〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

www.teral.net詳しくは テラル 東京・大阪など全国9支店、47営業所

マンションの設計でMC5を提案。
結果、省エネでオーナーにも
大変喜ばれました。
〈施工者〉

高効率を追求するテラル高効率を追求するテラル
テラルの新コンセプト「　　　　」による

省電力省電力

低振動低振動
防振ゴムにより
ポンプ振動を絶縁

静音静音 5dB5dB ダウンダウン
(当社比)(当社比)騒音が最大

最大
%%軽量軽量 3232 ダウンダウン

(当社比)(当社比)60kg低減 新　型 MC5-5050-2.2AD 125kg
従来型 MC4-5050-2.2D   185kg 防振ゴム%%

削減！削減！
(当社比)(当社比)3030

次は、あなたにMC5効果を。
いますぐWebサイトで、
シミュレーション。

省エネ・静音・低振動で選ばれる増圧給水ポンプ。

くらべれば、テラルのMC5。
※［計算条件］ 某マンション 総戸数111戸、
　地上13階建ポンプ口径50Ａ、ポンプ出力7.5kＷ   

MC5直結給水ブースタ
ポンプユニット

第12回エコプロダクツ大賞
エコプロダクツ大賞審査委員長
特別賞受賞

替えたら、
変わった。

本　　 社／〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230　TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社／〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

www.teral.net詳しくは テラル 東京・大阪など全国9支店、47営業所

低振動低振動
防振ゴムにより
ポンプ振動を絶縁

静音静音 5dB5dB ダウンダウン
(当社比)(当社比)騒音が最大

最大
%%軽量軽量 3232 ダウンダウン

(当社比)(当社比)60kg低減 新　型 MC5-5050-2.2AD 125kg
従来型 MC4-5050-2.2D   185kg 防振ゴム

MC5直結給水ブースタ
ポンプユニット

第12回エコプロダクツ大賞
エコプロダクツ大賞審査委員長
特別賞受賞

高効率を追求するテラル高効率を追求するテラル
テラルの新コンセプト「　　　　」による

省エネ・静音・低振動で選ばれる増圧給水ポンプ。

くらべれば、テラルのMC5。
次は、あなたにMC5効果を。
いますぐWebサイトで、
シミュレーション。

※［計算条件］ 某マンション 総戸数111戸、
　地上13階建ポンプ口径50Ａ、ポンプ出力7.5kＷ   

省電力省電力
%%
削減！削減！
(当社比)(当社比)3030

替えたら、
変わった。
増圧給水ポンプを
MC5に交換したら、
年間電気代が
約30,000円
節約できました。
〈ビルオーナー〉

本　　 社／〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230　TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社／〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル

www.teral.net詳しくは テラル 東京・大阪など全国9支店、47営業所

高効率を追求するテラル高効率を追求するテラル
テラルの新コンセプト「　　　　」による

省電力省電力
低振動低振動
防振ゴムにより
ポンプ振動を絶縁

静音静音 5dB5dB ダウンダウン
(当社比)(当社比)騒音が最大

最大
%%軽量軽量 3232 ダウンダウン

(当社比)(当社比)60kg低減 新　型 MC5-5050-2.2AD 125kg
従来型 MC4-5050-2.2D   185kg 防振ゴム%%

削減！削減！
(当社比)(当社比)3030

次は、あなたにMC5効果を。
いますぐWebサイトで、
シミュレーション。

替えたら、
変わった。

省エネ・静音・低振動で選ばれる増圧給水ポンプ。

くらべれば、テラルのMC5。

増圧給水ポンプを
MC5に交換したら、
年間電気代が
約30,000円
節約できました。
〈マンションオーナー〉

※［計算条件］ 某マンション 総戸数111戸、
　地上13階建ポンプ口径50Ａ、ポンプ出力7.5kＷ   

MC5直結給水ブースタ
ポンプユニット

第12回エコプロダクツ大賞
エコプロダクツ大賞審査委員長
特別賞受賞
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商品広告

◦セイホク株式会社

セイホクコート広告
セイホク様は国内の合板生産の55%、販売の30%を占めます。グループ
全体では国内に関連企業 45社を持ち、年商約 2000億円です。林野庁
が森林整備の7割、木材供給の5割以上を担うことを目標に、国産材の
利用拡大と森林・林業再生運動を唱え、セイホク様も建設業界の大手企
業にその姿勢を理解してもらうために、国産間伐材使用のコンクリート型枠
用合板である「セイホクコート」をアピールする手段として3 パターンの広
告を展開する事になりました。

日本の自然環境保全と林材業の活性と
言った視点からのアプローチ

建設業へ製品メリットの重要性から
アピールするアプローチ

一般にもコンクリート型枠合板としての
認知度を目指すアプローチ
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◦東芝情報システム株式会社

サービス紹介広告
技術誌「Wave」に掲載する事を前提に立案した広告です。技術がも
たらすソリューションを、要望に重点を置きアピールしました。

サービス紹介広告

ディスコン LSI再生サービス広告

ドライバー日常健康見守りサービス広告 情報漏えい対策ソリューション広告

クラウド・オークション広告
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アート・ギャラリー向けツール

◦パンフレット

アートディレクター：仲世古 佳伸
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アート・ギャラリー向けツール

◦画集

中島 潔

アートディレクター：仲世古 佳伸
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商品カタログ

◦富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社

ARROWS Z 販売セールスカタログ
富士通様のスマートフォンARROWS Z の印象は、電話というよりハ
イスペックを備えた情報端末機器をお洒落なケースにまとめたイメー
ジでした。今までの機種と違うクリスタルデザインの質感。そして豊
富な機能を魅力的に伝える事が使命となり、その演出方法、頁ネーショ
ン、統一性を詰めて完成させる事になりました。
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企業技術誌

◦東芝情報システム株式会社

技術誌「Wave」
年 1回発行の技術ソリューショ
ンの紹介誌です。ボンズ企画
では 18号より携わる事になり
ました。
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◦各種公共団体

ポスター
各種公共団体様のポスターを数多く手がけて参りました。コンペの
案件が多く、高い評価を受けて参りました。

ポスター

林業・木材製造業労働災害防止協会 （林災防）

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 （陸災防） 総務省・各府省統計主管部局

林業・木材製造業労働災害防止協会 （林災防）
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編集 / デザイン

◦ JICA - 国際協力機構

◦総務省統計局

パキスタンの経済
パキスタンの経済状況や魅力
を紹介し、各企業にパキスタ
ンへの事業展開を願うための
パンフレットです。誌面の企
画構成からライティング、デ
ザインまで行いました。

明日への統計
毎年行われている総務省統計
局による調査報告を 1冊にまと
めたものです。通常はかたく
なりがちな誌面を、飽きのこ
ない明るいテイストでまとめ
あげました。
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ポスター / パンフレット

◦千代田区

ポスター/パンフレット
ボンズ企画が千代田区にオフィスを構えて
いる事から、千代田区のグラフィック関連
の仕事でお手伝いさせていただいたのは幸
運でした。公共関係の仕事を多くこなして
いる事もあり、多くの案件を行わせていた
だいております。

「未来へつなぐバトン」
 （平成28年3月発行予定）

～千代田区戦争体験記録集～

■主      催：千代田区
■お問合せ：国際平和･男女平等人権課  ■電話：03-5211-4165 / FAX：03-3264-1466  ■メール：kokusaidanjo@city.chiyoda.lg.jp
■申込方法：3月7日（月）までにFAXまたはEメールで件名に「春の平和イベント」、本文に「氏名、住所、人数」を明記してお申し込みください。

区では、戦争の記憶を後世に語り継い
でいくことを目的として、「未来へつな
ぐバトン～千代田区戦争体験記録集～」
を発行します。戦争を知らない若い世
代が戦争体験者へのインタビューを行
い、戦争体験者が語った実際の体験を
記録集としてまとめました。千代田区
戦争体験記録集は3月10日（木）のイ
ベント会場にて販売します。

〈お問い合わせ〉 03-5211-4165

区役所１階区民ホール
空襲直後の千代田区の町並みの写真や、戦時下の資料
などを展示します。
焼け跡での葬儀（©東方社写真部撮影・東京大空襲・戦災資料センター提供）▶

東京大空襲展
9：00～20：00 ※土・日曜日は17：00まで

高齢者総合サポートセンター
かがやきプラザ
1階ひだまりホ-ル（九段南1-6-10）

◀市ヶ谷 神保町▶
九段下駅 靖国通り

日
本
橋
川

▲
飯
田
橋

●北
の
丸
公
園

竹
橋
▼

首
都
高
速

千代田
区役所

交通：東京メトロ東西線・半蔵門線・
都営新宿線九段下駅6番出口から徒歩5分

●

九
段
下

交
番

かがやきプラザ

戦争体験記録集DVDの上映
戦争体験者によるメッセージ
インタビュアーとして参加した若者による報告
ピアノとヴァイオリンによるコンサート
・中村由利子氏（作曲家/ピアニスト） ・Mei（メイ）氏（ヴァイオリニスト）

平成28年3月10日木
16：00開演（15：30開場）

1987年デビユー。リリースされた
アルバムは、ユニット等も含めると
30枚を超える。様々な番組や映画
をはじめ、映像とのコラボレーショ
ンでも定評があり、最近では、三鷹
の森ジブリ美術館での宮崎駿監督
によるアニメーション「星をかった
日」や、金子修介監督の映画「百年
の時計」の音楽を担当。海外では韓
国で特に人気が高い。紺野美沙子
等、ジャンルを問わず様々なコラボ
レーションも積極的に行っている。

中村 由利子さん
作曲家／ピアニスト

Mei さん
ヴァイオリニスト

《開催日時》

《開催場所》

《プログラム》
1

2

3

4

大分県別府市生まれ。9歳からヴァ
イオリンを習い始め、13歳の時に
アメリカーイスラエル文化財団の
スカラーシップを受賞。アメリカ・ド
イツにてオーケストラのジョイント
コンサートにイスラエル代表として
参加。TOYOTA「LEXUS hybrid」、
Jack Daniel'sなどのコマーシャル
への参加や数々のイベント・ライブ
への参加も精力的に行う。現在、
BS12「歌謡ナイト jazzyなライブ
ショー」にレギュラー出演中!!※会場はオープンスペースのため、周囲の雑音等につきましてはご了承いただきますようお願いいたします。

入場無料
定員100名様（申込順）

《千代田区戦争体験記録集》《千代田区戦争体験記録集》発行記念発行記念

春の イベント平和

平成28年3月3日　　～3月10日木 木

掲示承認
平成28.3.11 まで

千代田区役所

コンサートポスター

コンサートプログラム

報告書

報告書

平和イベントポスター 平和イベントポスター 平和イベントポスター
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会社案内

◦テラルテクノサービス株式会社

◦株式会社ノーブル

会社案内
40周年を迎えたテラルテクノ
サービス様はテラルのグループ
会社です。現場のサービスを担
う意味では、多くの社員の皆様
に撮影モデルとなっていただい
たのは意義のある事でした。会
社案内は 8 年ぶりの新調とな
り、長年取引させていただいて
いる関係から、スムーズな進行
となりました。

会社案内
「金属等の加工」～「塗装」～「印
刷」といった一連の仕事をま
とめてこなすノーブル様は広島
県にある技術力の高い会社で、
私たちが手にするハード上のプ
リントを行う極めて特殊な企業
でした。顧客ニーズのために最
新の技術を高めている真摯なイ
メージを大事にさせていただき
ました。
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編集 / デザイン

◦各種公共団体

ブックデザイン
厚生労働省、そして厚生労働省所管の団体の書籍に関しては、多くの
案件を手がけて参りました。その多くが 300頁を超える内容のもで、安
心いただけるスムーズな進行と、納得いただけるクオリティのものを提
供するには、納品までの流れが重要となります。大量頁印刷物に関して
はデザインの制作はもちろん、印刷工程に至までのフロー、スケジュー
ルを緻密に行います。

厚生労働省労働基準局：労働基準監督官必携

厚生労働省関係：各出版物

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 （陸災防）：各出版物

建設業労働災害防止協会 （建災防）：各出版物
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パッケージ

◦株式会社新井園本店

グリーンティー
『日本三大茶』と呼ばれる狭山茶の『新井園本店』様は埼玉県所沢市
に自社茶園・製茶工場を持ち、有機肥料を使った土づくりから力をいれて
います。弊社が新井園本店様の仕事を最初にさせていただいたのが、この
『グリーンティー』の商品ロゴ及びパッケージです。商品の持つあらゆる可
能性を探りロゴ案を提案させていただきました。右のロゴは最終的に採用と
なったロゴ案です。商品は関東の百貨店をはじめ、通信販売もされています。
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販売プロモーション

◦株式会社セブン・イレブン・ジャパン（FUSO）

土佐の恵み（高知物産展）
千代田区のセブン・イレブン様数店舗にて、地方都市の知られざる名品、
珍味を提供～販売という企画が実行となりました。今、コンビニエンス
ストアには変化が必要で、①商品のパターン化、飽和状態からの変化が
必要！②カフェ戦争とは別のベクトルで差別化が必要！すなわちコンビニ
エンスストア内で物産展を行う事が他店との差別化にもなり、話題性と
遊び心も有り、なかなか面白い！と言うコンセプトをオーナーさんにも理
解いただきました。第一弾として高知県を選択。商品の提案と仕入れ～
店内コーナーのデザイン、販売額の交渉から設定まで全てを行いました。
キャラクターには高知県の「龍馬くん」を許可を得て活用。商品は安い
わけでもないのに飛ぶ様に売れるものもありました。
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販売プロモーション

◦ブエノス美濃

オリジナルマグカップ販売
私たちは日本の陶磁器生産量シェア№ 1である美濃焼きの中枢、土
岐に窯元を得る事に成功し、オリジナルマグカップの制作～販売を
行う事になりました。豊富な形（オリジナルも可能）、プリントカラー

の自由度。大量生産が可能な事から、ノベルティはもとより、商用と
してクライアントのニーズに応える事が可能となりました。美濃焼き
が、かつて最も栄えた戦国時代、イベリア半島から来航したスペイン
人の「美しい、上質である」と言う意味をこめてBuenosを命名しました。

プリントカラー

プリント可能箇所

写真やイラストを
プリントできます。

美濃焼きマグ 〈スタンダード〉

絵柄やロゴ、文字などをプリントする色が選べます。PANTONEカラーは、ご参考のために表記しています。
カタログ紙面（下記参照）での色味とマグカップ本体にプリントした色味では、多少異なる為、
多色プリントをご希望される場合は、サンプル作成をお勧めいたします。

多数のカラーバリエーションと多種多様なマグカップの形を展開しておりますので、豊富な用途でお選び頂けます。
少数生産（60個）から大量生産までオリジナルマグカップをお届けいたします。

美濃焼きマグ 〈オリジナルフォルム〉

毎日使うマグカップへの名入れなら、販促効果も倍増します。
長く愛用してもらえる、オリジナルの記念品として最適の企画です。
毎日使うマグカップへの名入れなら、販促効果も倍増します。
長く愛用してもらえる、オリジナルの記念品として最適の企画です。

ブルーの部分がプリント可能な箇所となります。
プリントする際に、取っ手左右5mmとマグカップの上下に多少のスペースが必要となります。
※マグカップの種類によっては、プリント可能な箇所が限られる場合があります。

ブルーの部分がプリント可能な箇所となります。
プリントする際に、取っ手左右5mmとマグカップの上下に多少のスペースが必要となります。
※マグカップの種類によっては、プリント可能な箇所が限られる場合があります。

フロント（取っ手右）
●転写サイズ  5.5×5.5 ㎝

バック（取っ手左）
●転写サイズ  5.5×5.5 ㎝

内側
●転写サイズ  3×3 ㎝

底面外側
●転写サイズ  3×3 ㎝

取っ手
●転写サイズ  1×4 ㎝

ラウンド（一周）
●転写サイズ  21×7 ㎝

底面内側
●転写サイズ  3×3 ㎝

緑1
351C

緑黄1
382C

黄1
1235C

黄赤1
1585C

赤1
186C

赤紫1
493C

プラチナ
ゴールド
T101

紫6
5155C

紫青6
2715C

青6
5493C

青緑6
563C

モノ
クロ6

358C 381C 1225C 151C 1645C 507C T1035145C 7456C 5483C 562C
緑2 緑黄2 黄2 黄赤2 赤2 赤紫2 雲母金紫7 紫青7 青7 青緑7 モノ

クロ7

367C 379C 129C 1495C 163C 508C
T102

667C 7455C 5473C 3302C
緑3 緑黄3 黄3 黄赤3 赤3 赤紫3 プラチナ

シルバー
紫8 紫青8 青8 青緑8 モノ

クロ8

359C 372C 1205C 148C 713C 487C T104668C 276C 3025C 330C
緑4 緑黄4 黄4 黄赤4 赤4 赤紫4 雲母銀

ホワ
イト

紫9 紫青9 青9 青緑9 モノ
クロ9

360C 365C 610C 7509C 7514C 5025C 5185C 2758C 3035C 3305C
緑5 緑黄5 黄5 黄赤5 赤5 赤紫5 紫10 紫青10 青10 青緑10 モノ

クロ10

美濃焼きオリジナルマグカップ
Form&Color Photo&Illustration

美濃焼き マグ 中 〈企画商品〉

●本体サイズ　約φ8×9.2 ㎝
●パッケージサイズ   約10.9×9×9.8 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

美濃焼きマグ 中
●本体サイズ  約φ8.8×10 ㎝
●パッケージサイズ  約10.5×10.5×11.2 ㎝
●転写サイズ  5.5×5.5 ㎝

美濃焼きマグ 大
●本体サイズ  約φ7.6×10.5 ㎝
●パッケージサイズ  約8.2×8.2×11.4 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

寿司屋の定番湯呑。
名入れ効果の高い
シンプルなスタイルです。

200～300ccの容量を
計れる、お料理にも便利な
マグカップです。

温かい飲み物の
保温はお任せ！
蓋つきのマグカップです。
※茶コシのあり・なしを選べます。

ビッグサイズがプレミアム
感を演出する特大マグ
カップです。

完成度の高さを強調
する切立スタイルの
定番アイテムです。

どっしりとした安定感の
スタンダードタイプの
マグカップです。

美濃焼き 湯呑
●本体サイズ  約φ7.5×8.2 ㎝
●パッケージサイズ   約9.8×8.5×9 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

美濃焼きマグ 小

●本体サイズ　約φ7.8×9.8 ㎝
●パッケージサイズ   約10×8.5×11.2 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

三角 マグ
●本体サイズ  約φ7.8×9.8 ㎝
●パッケージサイズ  約10×8.5×11.2 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

ハート マグ
●本体サイズ  約φ7.5×7.8 ㎝
●パッケージサイズ  約8×9.6×8.5 ㎝
●転写サイズ　3×6 ㎝

スタッキング マグ
●本体サイズ  約φ8.8×6 ㎝
●パッケージサイズ  約10.8×10.8×6.4 ㎝
●転写サイズ　3.5×5 ㎝

カプチーノ マグ
●本体サイズ  約φ7.7×8 ㎝
●パッケージサイズ   約9.9×8.4×9 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

六角 マグ

●本体サイズ　約φ8×9.2 ㎝
●パッケージサイズ　約11.5×9×10.2 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

フタ付きマグ (茶コシ付)
●本体サイズ  約φ8×9.2 ㎝
●パッケージサイズ   約10×10×10.5 ㎝
●転写サイズ　5.5×5.5 ㎝

計量表示付き マグ

上へ上へと積み重ね
られる、スペースをとら
ないデザインです。

ティータイムのおともに
ぴったり。ほっとひと息で
きるマグカップです。

ハート型の取っ手が
キュートなおしゃれ
マグカップです。

シャープなフォルムが
スタイリッシュ。使いや
すいサイズが魅力です。

独特の6角形スタイルが、
他にはない雰囲気を醸
し出します。

※このような、スタンダードマグカップを活用した特別商品の制作・企画も承ります。

6 7
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映像

◦テラル株式会社

◦ブエノス美濃

◦電子データ化センター

直結給水ブースターポンプMC5プロモーション映像

マグカップ プロモーション映像

古書データ化ソリューション映像

ビル・マンションで現在主流の直結給水方式
ポンプにテラル様では、さらに性能を高めた
MC5をリリース。その魅力が伝わる様に、展
示会、Web等で活用いただける映像を企画制
作しました。

オリジナルマグカップを、その汎用性、細部
のこだわりからオリジナルな魅力を四季の流
れで映像化しました。

紙をデータ化する事のメリットのひとつとし
て、歴史的文化価値のある書類を電子データ
化する事のソリューションを映像でわかりや
すく説明しました。
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Webサイト企画制作
ポンプとファンを主軸とした製品を展開するテラル様は、設置する方と使用する方は別というB 
to Bとしてのビジネスが中心です。Webサイトに要求される内容も、販売代理店が調べるため
であったり、設計する方が閲覧し製品を選択するという、高度なものが求められます。クライア
ントと密なコミュニケーションを繰り返し、時としては省エネ効果をシミュレーションするツール
提案したりなど、ソリューションに導く事が不可欠でした。その提案にはご好評をいただいてお
ります。

Web

◦テラル株式会社

検索率にも貢献するトップページ

現在ご利用のポンプと省エネ効果を比
較し、適切な製品を紹介するシミュ
レーションサイト。

作業環境改善について、顧客の持つ問
題、またはテラルのシステムから適切
なソリューションを案内する。

先輩からの生の声も紹介された、採用
情報ページ。

スポンサーシップを契約しているサン
フェレッチェ広島の紹介ページ。
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Web

Webサイト企画制作
愛知県・名古屋を拠点に、空気調和設備をはじめ、給排水衛生設備、
冷凍冷蔵設備等の販売、企画、設計、施工、サービス・メンテナンスを行っ
ている大冷工業様が平成 19年に開発した次世代型省エネ空調「クー
ルジェットシステム®」は、省エネ空調システム名として商標登録されてお
ります。省エネ空調のリーディングカンパニーとして、タイ工場のさまざまな
用途、広さに応じて省エネ、低コストの空調設備の設計施工に応じており
ます。Web サイトの制作は、端末が PCでも、スマートフォンでも、フォン
トが充分読めるレスポンスシブWeb デザインを提案。採用となりました。

◦大冷工業株式会社

端末を問わず対応するレスポンシブWebデザインを採用。

空調設備に関しては多くの
サービスコンテンツを持つた
め、内容に応じて選択でき
ます。また、サービス名から
も選択可能です。

主力製品サービスである「クールジェットシステム」。低コストで室内の冷却ができる魅力
を、図や事例、動画で掲載しました。

採用情報ページには、具体的に社員の
1日をドキュメント的に掲載しており、
企業を理解していただく事に貢献。
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Web

Webサイト企画制作
ボンズ企画の事業部のひとつである「電子データ化センター」は、法
人を対象としたペーパーレス～アーカイブにより業務の効率化と、
コスト削減を目指す皆様のお手伝いとして発足したプロフェッショ
ナル集団です。そのサービス内容とソリューションとしての効果を
掲載しました。Webサイトを主軸に、各セールスプロモーションツー
ルや広告もボンズ企画社内で企画制作を行い、営業スタッフが勢力
的にお客様にお伺いしております。さらにはセミナーの開催など、
その魅力を積極的に伝える活動も行っております。当 Webサイトの
形式も、端末が PCでも、スマートフォンでも、フォントが充分読め
るレスポンスシブWebデザインを採用しました。

◦電子データ化センター

端末を問わず対応するレスポンシブWebデザインを採用。

電子データ化のメリットを説明。

さらにオプションとして何をご提供で
きるか、お客様別に電子データ化のメ
リットを紹介。

実績紹介は、導入前と導入後を比較し、
その良さを掲載しました。
※事例は「東京大学 YMCA」様

サービス内容をイラスト付きで紹介。
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Planning & Promotion

［本  社 アクセス］

JR飯田橋駅西口より徒歩5分

地下鉄東西線・有楽町線・南北線・大江戸線

飯田橋駅A4出口より徒歩5分

↑
至  

東
京

至  

新
宿
↓

2017.07.10本誌の無断複製・転載を禁止します。

Planning & Promotion

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

J
R
飯
田
橋
駅

■A4
出口

A5出口■

■日本歯科大学
付属病院

■逓信病院

247ビル3F

郵便局■

目白通り

桜丘

東京大神宮■

有限会社 ボンズ企画

［福岡事業所］
〒816-0931
福岡県大野城市筒井 2-18-1
TEL. 092-573-6511　FAX. 092-585-6752

［本　社］
〒102-0071
東京都千代田区富士見 2-4-7 247ビル 3F
TEL. 03-5215-2170　FAX. 03-5215-2162
https://www.bonds.ne.jp

［電子データ化事業部］
〒162-0814 
東京都新宿区新小川町 8-24 実森ビル 3F
TEL.03-6261-4331    
https://www.scan.ne.jp


