


CSS Nite Shift14「ウェブデザイン行く年来る年」

Photo by S



出演





本セッションでのトレンド



“トレンドとは最先端ではない
時代に最適化されつつある現象である”



サイトピックアップの手法
 海外で話題になったサイト 2,000 サイト
 グローバル 500 社のサイト 400 サイト
 地方自治体県市町村 1,700 サイト
 上場企業 3,400 サイト

 一部、二部、マザーズ、ヘラクレス、JASDAQ ほか、
もと上場サイト



ランキングについて
 今年、多く使われたデザイン
 これから来そうな予感がするスタイル
 選者が個人的に注目した動き
 原と矢野と坂本、それぞれランキングを作成して合成

好きなサイトランキングではありません



本日の構成



本日の構成
 海外デザイン
 続 アメリカの大学

 矢野の目

 日本の上場企業 + グローバル企業

 原の目

 日本の自治体

 坂本の目



キャプチャスライドの見かた



出典 : http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



出典 : http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



出典 : http://www.town.oumu.hokkaido.jp/



海外デザイン編
海外で昨年話題になったサイトたち

海外デザイン 海外大学 上場企業 自治体



2020年海外サイトの動向
 2019年のトレンドを受け継いだデザイン
 コンテンツの登場に凝る
 色使いに新しい世代の感性
 マーキーの次の使い方
 カスタマイズカーソルはしばらく続きそう
 等高線を使った表現は今年も元気



Best
海外デザイン編



昨年からの復習 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.bling.eu/

https://www.bling.eu/


昨年からの復習 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.bling.eu/

https://www.bling.eu/


Best
海外デザイン編



グリッドとアイソメ 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://en.ogkgroup.ru/

https://en.ogkgroup.ru/


グリッドとアイソメ 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://en.ogkgroup.ru/

https://en.ogkgroup.ru/


Best
海外デザイン編



地元に根差す 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://theoysterandfishhouse.co.uk/

https://theoysterandfishhouse.co.uk/


地元に根差す 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://theoysterandfishhouse.co.uk/

https://theoysterandfishhouse.co.uk/


地元に根差す 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://theoysterandfishhouse.co.uk/

https://theoysterandfishhouse.co.uk/


Best
海外デザイン編



延長線上の次のスタイル 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://vedran-badun.com/

https://vedran-badun.com/


Best
海外デザイン編



Z世代の色 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.zappos.com/e/shops/kids

https://www.zappos.com/e/shops/kids


Z世代の色 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.zappos.com/e/shops/kids

https://www.zappos.com/e/shops/kids


Z世代の色 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.zappos.com/e/shops/kids

https://www.zappos.com/e/shops/kids


Best
海外デザイン編



今年の総決算トレンド 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.fusemedia.eu/

https://www.fusemedia.eu/


続 アメリカの大学編
リニューアルされたアメリカの総合大学・単科大学サイト

海外デザイン 海外大学 上場企業 自治体



2020年のリサーチ済アメリカの大学
リニューアル数

1886



2020年アメリカ大学サイトの動向
 COVID-19関連の対応は早い
 昨年より、更に実績推し
 生涯学習にシフト
 世界観を前面に押し出したリニューアル
 VRは減った



Best
続 アメリカの大学編



ロービジョンとWebデザイン 2020WORLD
UNIV





出典 : https://hadley.edu/

http://hadley.edu/
https://hadley.edu/


ロービジョンとWebデザイン 2020WORLD
UNIV





出典 : https://hadley.edu/

http://hadley.edu/
https://hadley.edu/


Best
続 アメリカの大学編



コロナアナウンス 2019WORLD
UNIV

出典 : https://www.gccaz.edu/

https://www.gccaz.edu/


コロナアナウンス 2020WORLD
UNIV





出典 : https://www.gccaz.edu/

http://gccaz.edu/
https://www.gccaz.edu/


コロナアナウンス 2020WORLD
UNIV





出典 : https://www.gccaz.edu/

http://gccaz.edu/
https://www.gccaz.edu/


Best
続 アメリカの大学編



生涯学習シフト 2019WORLD
UNIV

出典 : https://www.shastacollege.edu/

https://www.shastacollege.edu/


生涯学習シフト 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.shastacollege.edu/

https://www.shastacollege.edu/


生涯学習シフト 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.co.shasta.ca.us/ready/overview

https://www.shastacollege.edu/


生涯学習シフト 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.shastacollege.edu/covid-19/

https://www.shastacollege.edu/


生涯学習シフト 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.shastacollege.edu/

https://www.shastacollege.edu/


Best
続 アメリカの大学編



ランキングの打ち出し 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.wabash.edu/

https://www.wabash.edu/


ランキングの打ち出し 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.wabash.edu/

https://www.wabash.edu/


Best
続 アメリカの大学編



べた塗りでまとめる 2019WORLD
UNIV

出典 : http://www.umt.edu/

http://www.umt.edu/


べた塗りでまとめる 2020WORLD
UNIV

出典 : http://www.umt.edu/

http://www.umt.edu/


べた塗りでまとめる 2020WORLD
UNIV

出典 : http://www.umt.edu/

http://www.umt.edu/


べた塗りでまとめる 2020WORLD
UNIV

出典 : http://www.umt.edu/

http://www.umt.edu/


Best
続 アメリカの大学編



多彩なべた塗りと重厚さ 2020WORLD
UNIV

出典 : https://www.trinity.edu/

http://trinity.edu/


矢野の目





















日本の上場企業編
一部、二部、マザーズ、ヘラクレス、JASDAQ 、元上場サイトより

海外デザイン 海外大学 上場企業 自治体



2020年の上場企業の
リニューアル数

3400



2020年上場企業サイトの動向
 Webフォントは更に増加
 アイソメを使った表現が増えている
 カルーセルは、まだ進化を続けている
 画面全体を使ったダイナミックな方向への模索も続く



Best
日本の上場企業編



Noto、増えてる 2019LISTED
COMPANY

出典 : https://www.npp-web.co.jp/

http://www.npp-web.co.jp/


Noto、増えてる 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.npp-web.co.jp/

http://www.npp-web.co.jp/


Noto、増えてる 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.npp-web.co.jp/

http://www.npp-web.co.jp/


Best
日本の上場企業編



日本でアイソメ微増 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.space-tokyo.co.jp/

http://www.space-tokyo.co.jp/


その他の
アイソメ採用

上場企業サイト



日本でアイソメ微増 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.edion.com/

https://www.edion.co.jp/


日本でアイソメ微増 2020LISTED
COMPANY

出典 : http://www.arata-gr.jp/

http://www.arata-gr.jp/


Best
日本の上場企業編



ロシア風デザイン 2019LISTED
COMPANY

出典 : https://www.ihara-sc.co.jp/

http://www.ihara-sc.co.jp/


ロシア風デザイン 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.ihara-sc.co.jp/

http://www.ihara-sc.co.jp/


近年のロシア風デザイン



ロシア風デザイン 2019OVERSEAS
SITE

出典 : http://businesscard.lenta.ru/

http://www.ihara-sc.co.jp/


Best
日本の上場企業編



カルーセル、その先 2019LISTED
COMPANY

出典 : http://www.cosmospc.co.jp/

http://www.cosmospc.co.jp/


カルーセル、その先 2020LISTED
COMPANY

出典 : http://www.cosmospc.co.jp/

http://www.cosmospc.co.jp/


Best
日本の上場企業編



とにかく、やわらかい 2019LISTED
COMPANY

出典 : https://www.pigeon.co.jp/

http://www.pigeon.co.jp/


とにかく、やわらかい 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.pigeon.co.jp/

http://www.pigeon.co.jp/


とにかく、やわらかい 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.pigeon.co.jp/

http://www.pigeon.co.jp/


Best
日本の上場企業編



カルーセルの今 2020LISTED
COMPANY

出典 : https://www.tfc.co.jp/



一方、グローバル企業は？
グローバル企業の動向もちょっとだけ

海外デザイン 海外大学 上場企業 自治体



2020年のグローバル企業の
リニューアル数

470



2020年グローバル企業の動向
 マイナーチェンジを重ねる
 COVID-19関連のコンテンツが丁寧
 見た目は変化しないが、方向性が変わったサイトも



Best
グローバル企業編



ガラリと勢いが出た 2019GLOBAL
500

出典 : https://holdings.fujifilm.com/ja

http://www.fujifilmholdings.com/


ガラリと勢いが出た 2020GLOBAL
500

出典 : https://holdings.fujifilm.com/ja

http://www.fujifilmholdings.com/


ガラリと勢いが出た 2020GLOBAL
500

出典 : https://holdings.fujifilm.com/ja

http://www.fujifilmholdings.com/


Best
グローバル企業編



スクロール連動型マーキー 2019GLOBAL
500

出典 : https://www.vivendi.com/

https://www.vivendi.com/


スクロール連動型マーキー 2020GLOBAL
500

出典 : https://www.vivendi.com/

https://www.vivendi.com/


Best
グローバル企業編



ワンクッションおいてのリニューアル 2019GLOBAL
500

出典 : https://www.staples.com/

http://www.staples.com/


ワンクッション置いてのリニューアル 2020GLOBAL
500

出典 : https://www.staples.com/

http://www.staples.com/


ワンクッション置いてのリニューアル 2020GLOBAL
500

出典 : https://www.staples.com/

http://www.staples.com/


ワンクッション置いてのリニューアル 2020GLOBAL
500

出典 : https://www.staples.com/

http://www.staples.com/


ワンクッション置いてのリニューアル 2020GLOBAL
500

出典 : https://www.staples.com/

http://www.staples.com/


原の目



2018年、2019年と原の目では、
Webサイトの緊急情報を
取り上げてまいりました。

そして今年…、未曾有の
緊急事態がやってきた…。



緊急情報
2020



緊急事態宣言が発動された
4月時点でキャプチャ
当時のキャプチャを中心に紹介



グローバル企業の
COVID-19関連情報



グローバル企業の緊急情報の特徴
 国内とは温度感が違い、緊急事態宣言時には既に大々的に
 トップページのファーストビューで大きく
 フィーチャーする企業と、しない企業の差が大きい



きちんとコンテンツ化



出典 : http://www.humana.com/



興味深いのはマクドナルド



出典 : https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html



出典 : https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html



出典 : https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html



日本の上場企業の
COVID-19関連情報



日本の上場企業の緊急情報の特徴
 緊急事態宣言時時点では、ほとんど動きはみられない
 昨年に比べれば、多くの企業で掲載がされている
 内容は、衛生面の話や、今後の働き方の話など



素晴らしい取り組み



出典 : http://www.jsr.co.jp/



コロナ後の変化



出典 : http://www.tobu.co.jp/



出典 : http://www.tobu.co.jp/



取り組みがアップデート



出典 : http://www.kobetsu.co.jp/



出典 : http://www.kobetsu.co.jp/



日本の自治体の
COVID-19関連情報



日本の自治体の緊急情報の特徴
 緊急事態宣言時が温度感がピーク
 現在では、表現が控えめに
 新しい生活様式を模索するスペシャルコンテンツも



落ち着いた整理



出典 : http://www.pref.shiga.lg.jp/



当時は派手だった



出典 : http://www.city.higashiosaka.lg.jp/



ずっとそのまま



出典 : http://www.pref.nara.jp/



日本の自治体編
1,700以上ある自治体のWebデザイントレンドを紹介

海外デザイン 海外大学 上場企業 自治体



2020年自治体サイトの
リニューアル数

1700



2020年自治体サイトの動向
 緊急情報関連は、手慣れたもの
 特設サイトに、新しい生活様式にかかわる内容
 実験的なアプローチのUIも多数誕生



Best
日本の自治体編



かわいいコロナ 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.town.minobu.lg.jp/

http://www.town.minobu.lg.jp/


かわいいコロナ 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.town.minobu.lg.jp/

http://www.town.minobu.lg.jp/


Best
日本の自治体編



新しい生活様式 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : http://www.pref.toyama.jp/

http://www.pref.toyama.jp/


MAKE TOYAMA STYLE 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : http://www.pref.toyama.jp/

http://www.pref.toyama.jp/


MAKE TOYAMA STYLE 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://make-toyama-style.jp/

http://www.pref.toyama.jp/


Best
日本の自治体編



本年度のトレンド総決算ナンバー1 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.city.honjo.lg.jp/

http://www.city.honjo.lg.jp/


本年度のトレンド総決算ナンバー1 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.city.honjo.lg.jp/

http://www.city.honjo.lg.jp/


本年度のトレンド総決算ナンバー1 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.city.honjo.lg.jp/

http://www.city.honjo.lg.jp/


本年度のトレンド総決算ナンバー1 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.city.honjo.lg.jp/

http://www.city.honjo.lg.jp/


Best
日本の自治体編



特産品カルーセル 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : http://www.city.sagae.yamagata.jp/

http://www.city.sagae.yamagata.jp/


Best
日本の自治体編



5分でわかるまとめ 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.rausu-town.jp/

http://www.rausu-town.jp/


5分でわかるまとめ 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.rausu-town.jp/
出典  htt //k k t j / b t

http://www.rausu-town.jp/


Best
日本の自治体編



縦 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/

http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/


その他の縦書き
自治体名サイト



縦 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : http://www.city.okaya.lg.jp/

https://www.city.okaya.lg.jp/


縦 2020LOCAL 
GOVERNMENT

出典 : https://www.city.kitaakita.akita.jp/

https://www.city.kitaakita.akita.jp/


坂本の目























まとめ



マイナー
チェンジの
時代原のまとめ



手が届く人のために、
ていねいな
デザインをやろう矢野のまとめ



「私たちは」
の再定義

坂本のまとめ



Photo by S

CSS Nite Shift14「ウェブデザイン行く年来る年」

ありがとうございました。よいお年を！





おまけ
時間の都合上紹介できなかった動向



海外デザイン編
海外で昨年話題になったサイトたち

海外デザイン 海外大学 上場企業 自治体



Best
海外デザイン編



今年のカタチ、プラス 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://monplus.ca/

https://monplus.ca/


今年のカタチ、プラス 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://monplus.ca/

https://monplus.ca/


Best
海外デザイン編



アヒルに注意 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://dunderville.se/

http://dunderville.se/


アヒルに注意 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://dunderville.se/

http://dunderville.se/


Best
海外デザイン編



世界観にひたる 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.queengarnet.com/

https://www.queengarnet.com/


世界観にひたる 2020OVERSEAS
SITE

出典 : https://www.queengarnet.com/

https://www.queengarnet.com/


Photo by S

CSS Nite Shift14「ウェブデザイン行く年来る年」

ありがとうございました。よいお年を！
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