
Company Profile



■会社概要

名称

所在地

設立

資本金

事業目的

取引銀行

役員

社員数

主なクライアント
（順不同）

事業内容

株式会社コミュニケーション・エンジニアーズ

〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷 3丁目 1番 9号 Yazawa ビル 4階 
電話：050-8880-1486（代）　

1973 年 5月19日

1000 万円（授権資本 4000 万円）

ビジュアルを主体としたコミュニケーション計画の設計
および制作とコーディネーション

みずほ銀行　麹町支店

代表取締役社長 田村 弘恵
取締役 転法輪 篤
取締役 富田 麻紀子
監査役 内木 スガ子
相談役 田中孝道

10名

日経ナショナル ジオグラフィック　旭化成建材株式会社　サンニチ印刷
日本放送協会  大日本印刷　DNPコミュニケーションデザイン  

●企画、編集、デザイン（出版物、SPツール、ビジネスフォーム）
●WEBデザイン制作
●SDGs 目標実現に向けた新ノベルティ「CORKnext」運営
●商品企画およびデザイン・パッケージ計画
●自社プロダクト「和食の暦」の企画、制作、製造、販売
●社名・ロゴ・社章・コーポレートカラーなどのCI計画及び制作とコーディネーション
●コンベンション企画・運営、プレゼンテーション映像制作
●建築物のプロデュース、内装計画、サイン計画、運営計画



Company Profile

Company Name

Location

Established

Capital 

Business Purpose

Main Bank

E!xecutive Officers

Employees

Main Clients 

Business Purpose

COMMUNICATION ENGINEERS Co., Ltd.

Hirata building, 2-12 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo　zip code 102-0084

TEL ： ＋ 81-50-8880-1486
May 19th, 1973

10M JPY

Production and coordination with the main focus on visual. 
Design of communication plan. 

Mizuho Bank, Ltd. Kojimachi branch

Representative Director, President Hiroe Shimmi
Director, Executive Officer Atsushi Temporin
Director, Executive Officer Makiko Tomita
Statutory auditor Sugako Uchiki
External Director Takashi Murata

10

Nikkei National Geeographic
Japan Broadcasting Corporation
ASAHI KASEI CONSTRUCTION MATERIALS CORPORATION
DNP Communication Design

・Planning, editing, design (publications, WEB, SP tools, business forms.
・Product planning and design/package plan.
・Original product brand “SHIRARA” production, design, sale.
・Corporate Identity planning, production and coordination of company name, logo,    
    emblem, and corporation color.
・Convention planning and management, presentation video production.
・Produce of buildings, interior planning, sign plan, management plan.



広告

東急リバブル　東京駅広告　デジタルサイネージ　柱巻き広告など　ナショナル ジオグラフィック社の写真を用いて



Sales Promotion　　

無印良品
企画編集、撮影ディレクション、撮影コーディネート、アートディレクション、エディトリアルデザイン



Concept book　

無印良品
企画編集、撮影ディレクション、編集（日本語版）



Sales Promotion　　

和光
ギフトカタログ　ジュエリーカタログ　アートディレクション　撮影　制作



Sales Promotion　　

オカムラ
アクティブラーニング　美術館　図書館　カタログ



Sales Promotion　　

無印良品
企画制作、レシピ制作、撮影コーディネート、エディトリアル



アメリカンホームダイレクト
企画制作、レシピ制作、撮影コーディネート、エディトリアル

Sales Promotion　　



ニッカウヰスキー 竹鶴 パンフレット

ニッカウヰスキー 竹鶴プロモーションツール 小説執筆・デザイン

Sales Promotion



Sales Promotion　　

ナチュラルハウス カタログ
編集・デザイン



Sales Promotion

無印良品 リーフレット　アートディレクション・撮影ディレクション・エディトリアルデザイン



MARTHA STEWART Ｍａｒｔｈａ　
アートディレクション・エディトリアルデザイン

Editorial



商品企画

東あられ　商品企画、パッケージデザイン



ワインライフ＆スタイル社 ワイン専門誌
アートディレクション・エディトリアルデザイン

チルチン人　
エディトリアルデザイン（部分）

Editorial



Editorial

世界文化社
アートディレクション・エディトリアルデザイン



EditorialEditorial

オリエントコーポレーション 会員誌
企画・編集・デザイン



Sales Promotion

マルイ カタログ
企画・デザイン



Editorial

第一三共製薬 広報誌
アートディレクション・エディトリアルデザイン

ノバルティスファーマ広報誌
アートディレクション・エディトリアルデザイン　インフォグラフィック

病院の耐震化着々と
災害拠点病院は9割超へ
　厚生労働省は各種補助事業で病院の耐震化を促進してきた。
2013年「病院の耐震改修状況調査」によると、病院の建物の耐震化
率は64.2％。このうち災害拠点病院および救命救急センターの耐震
化率は78.8％で、2014年度には82.9％となり、最終的には9割を
超える見通しだ。熊本地震では、熊本県内の医療機関の約3割が建
物や医療機器に被害を受けたが、耐震化した多くの病院が被災者救
援の拠点となった。

図1■病院の耐震化状況 

図2■災害拠点病院および救命救急センターの耐震化率 

図1■病院の耐震化状況 

図2■災害拠点病院および救命救急センターの耐震化率 
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〔注1〕耐震化率：全ての建物に耐震性のある病院数を回答した病院数で除したもの。
〔注2〕2014年の耐震化率は、2013年調査時点での耐震化病院数に2014年度中に全ての建物が耐震化する予定の病院数を加えた数を回答病院数で除したもの。

KAM00003JG0001

膵臓がんの5年相対生存率は7％
国立がん研究センターの最新がん統計によれば、
2003 ～ 2005年にがんと診断された人の5年相
対生存率は男性55.4％、女性62.9％。部位別に
みると、皮膚、乳房、前立腺、甲状腺は90％台
に達し、治療によって生命を救い得るがんにな
っている一方で、肝胆膵領域や食道、肺、脳・中枢神
経系、多発性骨髄腫、白血病など、いまだに難治のがんも多い。中で
も膵臓がんの5年相対生存率は約7％と苦戦が際立っている。

100%

80

60

40

20

0

100%

80

60

40

20

0

100%

80

60

40

20

0

100%

80

60

40

20

0

100%

80

60

40

20

0

前立腺

93.8

乳房

89.1

子宮

75.0

子宮頸部

72.2

子宮体部

79.8

卵巣

55.0

甲状腺

93.787.0

悪性リンパ腫

63.154.9

多発性骨髄腫

31.234.0

脳・中枢神経系

33.432.0

白血病

39.835.4

咽頭

74.676.0

肺

41.025.0

皮膚

93.086.8

膀胱

64.476.5

腎など

63.366.9

大腸

67.970.3

胆嚢・胆管

19.922.5

直腸

67.867.3

膵臓

6.97.1

口腔・咽頭

60.251.7

食道

41.332.3

胃

61.564.2

100%

80

60

40

20

0

全部位

62.9%55.4%

結腸

67.972.2

肝臓

26.228.7

部位

男性
生存率

女性
生存率

VOL.2　
2015年

6月
作
成
　
発
行
／
ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
 フ
ァ
ー
マ
 株
式
会
社
　
編
集・制

作
／
日
経
メ
デ
ィ
カ
ル
開
発

ヘルスケアデータ

〔データ：国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」最新がん統計 http://ganjoho.jp/public/statistics/pub/statistics01.html〕
〔写真：膵臓がんの病理組織像、NPO法人パンキャンジャパン提供〕

KAM00019JT0001



Sales Promotion　　

サンゲツ　壁紙見本帳
撮影ディレクション、撮影コーディネート、エディトリアルデザイン

9 RéSERVE  2016-2018



Editorial

MARTHA STEWART Ｍａｒｔｈａ　
アートディレクション・エディトリアルデザイン



世界文化社
アートディレクション・エディトリアルデザイン

Editorial

世界文化社
アートディレクション・エディトリアルデザイン



自由が丘商店街振興組合 ガイドブック
アートディレクション 特集ページ編集

Editorial



Editorial

日本文教出版 教科書
アートディレクション・制作



創業 中山太陽堂「クラブコスメチックス80年史」　
装丁・本文デザイン

Book Design



「龍ヶ崎カントリー倶楽部三十年史」 装丁・本文デザイン

銚子商工信用組合 50周年記念誌 企画・デザイン

Book Design



Starvery 手提げ袋

Starvery 折り込みチラシ

Starvery カタログ

Sales Promotion



Sales Promotion

無印良品 カタログ・ちらし



Sales Promotion

無印良品 カタログ・ちらし



Sales Promotion

ニッコー システムバスルーム施工例集

ニッコー 「TEGRACE」カタログ



Sales Promotion

PINO 家具カタログ



Sales Promotion

「REVISITATION」 オープニングギフト

オーガニックレストラン「Mother esta」 パンフレット

セレクトショップ「Bonheur」 パンフレット



マルイ Four Heart Chic パンフレット

VERITE ILYA パンフレット

Sales Promotion



Sales Promotion

花田 ショップカード

花田 DM

花田30周年 DM



Sales Promotion

豆本舗グループ 十四郎 パンプレット

豆本舗グループ 包装・手提げ袋



Package Design

モンテ物産 
パッケージデザイン 

モンテ物産 ラベルデザイン 



Web Design

無印良品 収納家具シミュレーター　
企画・編集・デザイン・コーディング・プログラミング



Editorial

無印良品 MUJI LIFE　
企画・編集・デザイン・コーディング・プログラミング

MUJI Life トップ 無印良品よりすぐりステーショナリー

良品計画—企業情報 投資家向け情報 採用情報
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MUJI Life トップ MUJI meets IDEE ふたりのはじまり 和＋モダンライフ

海外出張が多い和重さんと、海外留学の経
験が長いかなさん。文字通り、世界を飛び
まわってきたふたりのお宅は、意外にも和
テイスト。「海外で、いろんな国の文化に
ふれたからこそ、改めて日本文化の良さに
気づいたのかもしれません」と話す。とは
いえふたりのこと、“和”を自分流にアレン
ジすることも忘れない。外国の人が住んで
いたという広いワンルームを改装し、畳の
ユニットを和室代わりに活用。さらに無印
良品の「スタッキングシェルフ」を市松模
様のように2色組み合わせて、間仕切り棚
にするというこだわりよう。「床に座る生
活は部屋が広く見えるし、何よりくつろげ
るんです」どこかモダンな風合いの座いす
やクッションで“遊ぶ”のも、堅苦しくない
和の空間づくりにおすすめだとか。

和重さん・43歳
演出家／脚本家
かなさん・31歳
レストランオーナー
都心のマンション
（1階庭付き）

旅・美術館めぐり
旅先で意気投合

下：

上：

立地：

ふたりの趣味：
出会い：

登場商品

※ IDEEのご注文・決済は、Webサイト「IDEE SHOP Online」でのご利用となります。

スタッキングシェルフ
2段・ウォールナット材

スタッキングシェルフ
追加2段・オーク材

壁に付けられる家具・棚
幅44cm

オーク材ラウンジテーブル
3

布シェードペンダントライ
ト・大

コの字の家具・タモ材
幅70cm／ナチュラル

コの字の家具・タモ材
幅35cm／ナチュラル

イ草ユニット畳

ウレタンフォーム低反発
クッション楕円型／杢ベージュ

ミニクロック・ホワイト

TOU ZA ISU

POD

MINI PUUF GRAY

TRIANGOLO GLASS
TABLE

IDEE 小煎ティーポット 黒

IDEE 小煎小皿 薄グレー

IDEE 小煎小皿 濃グレー

IDEE 小煎茶碗 濃グレー

落ち着いた雰囲気のベッドコーナーは、直
線とカラフルな色味が効いたイデーのシェ
ルフがアクセントになっている。「休日は
ついつい寝坊してしまうんです」というこ
のベッドコーナーはふたりのお気に入りの
空間。家という言葉のイメージは？という
質問に、即座に「安眠できる場所」と和重
さんが応えたのもうなずける。ベッドにキ
リムを合わせたり、壁に地図を飾ったり、
ひとつの空間のなかでいろんなテイストが
仲良く“同居”しているのも、ふたりらしい
スタイルだ。

登場商品

※ IDEEのご注文・決済は、Webサイト「IDEE SHOP Online」でのご利用となります。

木製ベッドフレーム
ダブル／タモ材・ ブラウン

木製ベッドフレーム用ヘッドボード
ダブル／ブラウン

高密度ポケットコイル
マットレス・ダブル

麻平織ボックスシーツ
ダブル／オフ白

綿洗える毛布・ダブル／ベージュ

綿洗える毛布・ダブル／生成

重なるブリ材長方形バスケット・中

駅の時計・アラームクロック

CONTOUR DRAWER Dark brown

IDEE AMERICA CONCOURSE
59×35cm

ジェルデ社 Signal Desk Lamp black

スリッパ

休日のブランチやティータイムは、窓辺の
ティーテーブルで。椅子は、和の生活にも
しっくりなじむコンパクト＆モダンなもの
を選んだ。一緒に食事をするのが1日でい
ちばんホッとする時間だと語るふたり。
「ひだまりのなかでのんびりおしゃべりし
たり、お茶を飲んだり。こういう何気ない
時間が、大切だと思うようになりました」
帰りたくなる家がある。おかえりなさいと
迎えてくれるひとがいる。ささやかだけれ
ど、世界でひとつの幸せといえるのかもし
れない。

登場商品

※ IDEEのご注文・決済は、Webサイト「IDEE SHOP Online」でのご利用となります。

オーク材ダイニングテーブル2

オーク材ラウンジアームチェア

DINING CHAIR （DC BROWN）

クッション

Lisa Larson ウマとバイキング

IDEE blanco y negro twig Plate L

1024×600  1024×768
1280×800  1280×1024
1366×768

1024×600  1024×768
1280×800  1280×1024
1366×768

1024×600  1024×768
1280×800  1280×1024
1366×768

1024×600  1024×768
1280×800  1280×1024
1366×768
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MUJI Life トップ ゆったりソファ

奥行きがあるので、あぐらをかいてくつろぐことも。 2.5シーターは、身長175cmの男性が横になっても十分なサイズ。

※ 数量はショッピングカート内で調整してください。
※ 数量に限りのある商品もございますので、在庫が切れている場合はご容赦ください。

※ キャンペーン期間中は、割引等で上記の金額が異なる場合がございます。

ソファ本体： ワイドアーム・羽根ポケットコイルクッション
ソファカバー： 綿帆布ソファカバー／生成

ソファ本体用・脚： ナチュラル
サイズ： 幅190×奥行87.5×高さ75cm（脚取付け時）
座面： 約幅154×奥行56×高さ40cm・肘幅18cm

合計金額 税込67,500円

※ 数量はショッピングカート内で調整してください。
※ 数量に限りのある商品もございますので、在庫が切れている場合はご容赦ください。

※ キャンペーン期間中は、割引等で上記の金額が異なる場合がございます。

ソファ本体： ワイドアーム・羽根ポケットコイルクッション
ソファカバー： 綿帆布ソファカバー／生成

ソファ本体用・脚： ナチュラル
サイズ： 幅160×奥行87.5×高さ75cm（脚取付け時）
座面： 約幅124×奥行56×高さ40cm・肘幅18cm

合計金額 税込55,000円

羽根のやわらかなクッション性と
心地よい安定感です。

背面
【羽根】  

座面
【ポケットコイル】

背面にはやわらかい羽根クッションを、座面
にはベッドにも使われるポケットコイルクッ
ションを採用し、座ったときも寝転がったと
きも心地よくくつろげるよう仕上げました。

ほどよい堅さの
しっかりとした座り心地です。

背面
【ウレタン】  

座面
【ウレタン】

座るのに適したほどよい硬さを持つウレタン
を使用しています。背面と座面のやわらかす
ぎないウレタンクッションが、体をしっかり
と支えてくれます。

包み込まれるような座り心地が
さらに進化しました。

背面
【羽根】  

座面
【ポケットコイル】

羽根ポケットコイルクッションと比較して座
面の羽根の量、ポケットコイル数ともに約
1.5倍にしました（2.5シーターの場合）。ま
た、羽根の量が多いので、復元力を増すため
に、高反発のウレタンを混ぜ込んだ仕様にし
ています。

カウチ部分を右に組んで広く使う カウチ部分を左に組んでお部屋のコーナーに

※ 数量はショッピングカート内で調整してください。
※ 数量に限りのある商品もございますので、在庫が切れている場合はご容赦ください。

※ キャンペーン期間中は、割引等で上記の金額が異なる場合がございます。

ソファ本体： カウチソファ・本体
ソファカバー： 綿帆布カウチソファカバー／生成

サイズ： 幅182×奥行145／85×高さ64cm

座面： ［寝椅子タイプ］約幅48×奥行123×高さ35cm

［ソファタイプ］約幅106×奥行62×高さ35cm

合計金額 税込68,900円

上部のクッションとオットマンの位置を入れ
替えることで、カウチ部分を左右入れ替えで
きます。

なぜアームには、枕になる十分なやわらかさ
をもたせました。

中央に耐久性の高い分厚いモールド（成型）
ウレタンを使用しています。

コンパクトなソファながら
ニ人で座るには十分な幅があります。

ベージュ ダークブラウン

フラットパック構造の組み立て式な
ので持ち運びもスムーズです。

座面の曲線が体に沿うソファです。
スペース以上に、ゆったりとした座り心地が楽しめます。　

ライトグレー ブラウン

継目を最小限にし、体に沿う曲線に
仕上げました。フラットパック構造
の組み立て式なので持ち運びもス
ムーズです。

素材とフォルムにこだわった、
永く使えるソファです。

ベージュ・2シーター ダークブラウン・1シーター

ソファフレームのアーム部分にはタ
モ無垢材を使用し、体に触れる部分
なので丸みをもたせ、温かみのある
やさしい手触りになっています。

曲げ木のしなりを利用して、
からだをしっかり受け止めるチェアです。

ライトグレー ブラウン

試行錯誤を繰り返し実現した、チェ
アとオットマンの絶妙な傾斜は足を
支えるのにぴったりの角度です。両
足とも思いっきり投げ出してくつろ
げます。

背もたれを取り外せばベッドになる
ダブルクッションのソファです。

ベージュ パープル

背もたれを後ろに半転させて、
ベッドとして使用できます。

片方だけを回転させることもで
きます。

背もたれを回転させるだけで
簡易ベッドになるソファです。

デニム／黒 専用トレー

ベッドとして使用できます。
（クッションの奥行80cm）

すのこ自体にクッション性を持
たせました。

体を包み込んで思いのままの姿勢を保ちます。

本体 さくら

グレーベージュ ダークブラウン

深く沈み込んで全身をあずけられます。

ぶどう レンガ

アクリル混平織／
ライトグレー

腰から首までを包み込んで思いのままの姿勢
を保ちます。読書やテレビ鑑賞に最適。

円状にひろがり深く沈み込んで全身をあずけ
られます。お昼寝に最適。

約0.5mmの微粒子ビーズはへたりにくく、
座り心地も非常にやわらかです。

家に帰ったら、いちばんにからだを預けたくなるような場所であること。
そんな毎日のくつろぎの中心になるソファをつくりたい。
さまざまなくつろぎのかたちがそろう、無印良品のソファです。

良品計画—企業情報 投資家向け情報 採用情報
Copyright ©Ryohin Keikaku Co., Ltd. 個人情報の取り扱い セキュリティについて 推奨ブラウザについて お問い合わせ

↑ページの先頭へ戻る

MUJI Life トップ 無印の収納

お部屋の大きさやスタイルに合った収納家具、
それぞれの用途に最適な収納用品をお探しのお客様は、
無印良品の「収納アドバイザー」までお気軽にご相談ください。

※営業の都合上、不在の場合もございます。予めご了承ください。

家具を組み立てたり、パーツを足したり引いたり、
画面上で組み合わせを体験できます。
商品をまとめて購入することもできます。

タテにもヨコにも、自由に広げられるシェルフ。
組み合わせによって、使い方のアイデアも広がりそう。

タテに積み重ねて、カスタマイズできるキャビネット。
オプションパーツが豊富なのも、うれしいところ。

収納力はそのままに、よりコンパクトになった木製収納。
高さやサイズもそろえ、組み合わせて使いやすくなりました。

石膏ボードの壁なら、どこでもおまかせ。
壁を大きく傷付けることなく、簡単に取り付けられます。

お部屋のスペースや用途に合わせて広げていけるシェルフです。
ワイドのものや段数違い、素材などの組み合わせをお試しいただけます。

AVラックはもちろん、リビングの大型収納にも使えるキャビネットです。
引出しや扉を追加して、オリジナルのキャビネットを完成させてください。

自分でつくるシェルフから、収納力と省スペースを同時にかなえる家具まで。
簡素でありながら、知恵がある。そんな無印良品の収納の特長や使い方をご紹介します。
暮らしに、無理なく無駄なくフィットする「自分仕様」の収納、あなたも探してみませんか。
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MUJI Life トップ 照明をえらぼう

環境にやさしい省エネ照明として注目されているLED。
長寿命で消費電力が小さいので、電気代やCO 排出量を抑えることができます。
コンパクトで、調光ができることもメリットです。　

通常の電球に比べて、照明効率が高く長寿命。
まぶしさを感じにくく、価格もリーズナブルでバリエーションも豊富なので、
総合的な性能では最もすぐれていると言われています。　
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