
C I N C O C C H O  Inc.

会社案内



What’s CINCOCCHO ?

デザイン・プログラム・企画・設計

様々な分野のエキスパートが集い

各々の真骨頂を表現するクリエイティブユニット

ジャンルをクロスオーバーすることにより

ボーダレスかつコンセプチュアルな世界をつくり出す

常に「！」なアイディアを追求し

そのアイディアを形に



Design Division

店舗・商業施設・住宅等の空間デザイン

家具・照明灯のプロダクトデザイン

ロゴ・広告・パッケージ等のグラフィックデザイン

商業施設・店舗・ホテル等のディスプレイデザイン

各種デザインを活用したブランディング・プロデュース

IT Division

iOSはじめ各種スマートフォン向けアプリケーションの企画開発

Webサイト, Webアプリの企画開発・デザイン・制作

SNSを活用したブランディング・告知・販促施策の企画制作

Business Outline
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Work : IT Division

Client : 森永乳業株式会社
Type : キャンペーンサイト

同社高級製品ライン、2014年のキャンペーン
はtwitter 連動型。弊社は企画・設計・デザイ
ン・実装全ての工程に携わりました。短期間
にPC用サイトからスマートフォン、携帯向け
サイトでキャンペーンを成功に導きました。

Client : 株式会社 一条工務店山陰
Type : コーポレートサイト

一条工務店の販売子会社。山陰でのシェア
No.1企業の企業サイト制作を行いました。不
動産業界において求められるWebの時代性
を的確に掴み、経営陣に大きな評価をいた
だくデザイン・設計でサイトを公開すること
ができました。

Client : 株式会社 アシックス
Type : コーポレートサイト

英国コンサル会社の設計による世界共通の
運用ルールに則ったデザイン制作。システム
連動による制約を見極め、運用効率の高い
デザインに評価を頂きました。

Client : 祐成陽子クッキングアートセミナー
Type : ブランディングサイト

Wordpressを活用することで、クオリティーを
保ちつつ、スピーディーに制作を行いました。
デザイン性にこだわり、ブランドイメージを高
めることにも重点を置いたウェブサイトです。

受託案件
ビジネスニーズに対する深い洞察、細やかな品質管理、高品質な開発力が、「お客様に選ばれる」制作品質をお約束します。
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ウェブ制作



オリジナルスマートフォン向けアプリ企画・開発
自由な発想で、ユーザに「 ! 」と思わせるアプリ開発を!! 世界に向けて日本を発信することにも力を入れています。

Work : IT Division

05

Name : YubiSTAR
Type : iPhone / iPad用アプリ

Name : Yubilympic
Type : iPhone / iPad用アプリ

おなじみの「あのゲーム」に、オリジナルエッセン
スを加えて、iPhone・iPad上で再現しています。
マジメに作った、ちょっとおバカなアプリです。

ランナーの顔に自分の顔写真をのせたり国籍を変えたりとカス
タマイズも可能なYubiLympicランナーとして、いつものタップの
切れ味で周りの友だちとともにタイムを競い合おう。

Name : MeiMei
Type : iPhone用アプリ

漢字を通じて、日本文化を世界に
楽しく拡げるアプリです。
美しい、またはガラの悪い漢字に簡
単操作で名前を変換。
日本人同士なら意表を付く名前、
外国人のお友達には日本の漢字名
をプレゼントもできます。

Name : FindAMIGO
Type : iPhone用アプリ

共通の友達を探そう！！
Facebook、Twitter、連絡先に入
っているお互いの友達をシェイク
して共通の友達を発見！！



ロゴデザイン

グラフィックをベースとした価値を高めるブランディング
ビジネスツール、店舗の販促ツールなど、様々なアイテムを一貫したコンセプトやルールの元デザインすることにより、効果的なブランディングをします。
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Work : Design Division

2014

All Rights Reserved.
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Client : ジャパニアス株式会社
Type : 会社案内、新卒向けパンフレット

Client : S PRESS CAFE
Type : 飲食店メニュー、ロゴマーク等

Client : COVOLBA
Type : 飲食店メニュー、ロゴ等

Client : ヒルトン・グランド・バケーションズ
Type : パンフレット

Client : アミューズミュージアム
Type : パンフレット等

Work : Design Division

Client : 三協立山株式会社
Type : 展示会ツール一式

Client : よこはまハロウィン
Type : ロゴ、ポスター、フライヤー等

企業

サービス 施設

イベント

飲食店 飲食店

飲食

パンフレット・フライヤー等



インテリアデザインを軸としたトータルなご提案が可能
一貫したコンセプトのもと、ロゴからインテリア、グラフィックまでオールジャンルで対応します。
一般的な設計事務所やデザイン事務所とは違い、各ジャンルのスペシャリストがいるため、ハイクオリティなデザインが可能です。
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Work : Design Division

Client : ORIENTAL Recipe Cafe
Type : 店舗デザイン、ロゴ、グラフィック

「スタイリッシュに薬膳を楽しむ」がコンセプトの薬膳カフェ。
ロゴから内装、メニューなどグラフィックまで、一貫して制作しま
した。

Client : S PRESS CAFE
Type : ファサードリニューアル、グラフィック全般

元は何もサインが入っておらず何の店舗なのか分からなかったため、カフ
ェだとわかるようにファサードをリニューアルしました。

Client : 
アート・クラフト・サイエンス株式会社
Type : リノベーション

築35年のマンションをリノベーション

Client : 羊肉炭火串焼「美味亭」
Type : 店舗デザイン、ロゴ、グラフィック、Webサイト制作

内装デザイン、グラフィックデザイン、ウェブサイト制作、
さらには備品セレクトに至るまで、トータルで担当させて
いただきました。

Client : Magical T-Pot
Type : 店舗デザイン、ロゴ、グラフィック、Webサイト制作

幼児向けの遊戯施設のため、カラフルにして楽しさを演
出しました。

Client : アート・クラフト・サイエンス
Type : リノベーション

施設 住宅

飲食店

飲食店 飲食店

築35年のマンションをリノベーション



Company Profile

社名

オフィス

代表者

設立

事業内容

株式会社シンコッチョー（英文表記 CINCOCCHO Inc.）

158-0083 東京都世田谷区奥沢6-19-12 202

Tel 03-6312-7578 Fax 03-4291-1486

代表取締役 村瀬 裕一
2011 年 8 月 5 日

iOS はじめ各種スマートフォン向けアプリケーションの企画開発

Web サイト , Web アプリの企画開発・デザイン・制作

SNS を活用したブランディング・告知・販促施策の企画制作

店舗・商業施設・住宅等の空間デザイン

家具・照明灯のプロダクトデザイン

ロゴ・広告・パッケージ等のグラフィックデザイン

商業施設・店舗・ホテル等のディスプレイデザイン

各種デザインを活用したブランディング・プロデュース


