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Pulp, Inc.

株式会社PULP（パルプ）はデザインを通じて、企業や社会の課題を 

解決するデザインスタジオです。

デザインと一口に言ってもさまざまなものがありますが、PULPの 

強みは企業やユーザーに愛着を持って使い続けてもらえるような、 

しっかり「長持ち」して「機能」させるデザイン。企業や製品、サービス 

の持つ“個性”を正確に言語化しながら、時代や環境、顧客ニーズに

沿った本質的デザインをご提案しています。

また海外案件の実績も豊富なため、日本でビジネスを展開する海外 

企業のサポートや、グローバル展開を視野に入れたデジタルコミュ 

ニケーションデザインなども得意領域です。

PULPは未来を形づくる人や組織のパートナーとして一緒に伴走し 

ながら、単なる課題解決にとどまらない企業価値の向上と、多くの 

人の共感を生むデザインソリューションをご提供します。 

 

お手伝いできること 

̶ コーポレートブランディングに関する戦略構築 

̶ CI/VI設計・制作、コミュニケーションツールの作成 

̶ Webサイトやデジタルコンテンツの企画・デザイン・制作 

̶ デジタルサービスやプロダクトの企画・デザイン・開発サポート 

̶ 映像コンテンツ（ブランディング映像など）の企画・演出

PULP, Inc. is an independent multidisciplinary design studio working 

internationally from Tokyo, founded in 2015 by Hideki Owa. We build 

positive, engaging, and meaningful communications and experiences for 

people, companies, and organizations passionate about what they do.

As an agile design studio, we work closely with a committed team of 

writers, photographers, filmmakers, designers, musicians, engineers,  

and researchers. We help our clients make connections that matter.

PULP,  INC



Citizen＋Veldtのコネクテッドウオッチの核となるIoTプラットフォームサービス「 Riiiver 」。その専用ストア 

「 iiidea Store 」のディレクションおよびUX/UIデザインをPULPが担当しました。Riiiverプラットフォームを 

次のレベルに引き上げるべく、よりユーザーニーズにフィットした体験価値を提供することを目的としたリニュー

アルプロジェクトです。   ※Sonyのスマートウォッチ「wena 3」でも利用可能になりました。

WEB APPLICATION

iiidea Store for Riiiver

PULP oversaw the design renewal for the iiidea Store, a dedicated store at the center of 

Citizen, and Veldt's IoT platform ‘Riiiver ’ for smartwatches. PULP redesigned the iiidea store 

from the ground up, addressing usability issues and building a friendlier, more enjoyable user 

experience.

PULP,  INC.SEPTEMBER 2021



Riiiverは、Citizenが提供するユーザー自らの手でヒト・モノ・コトをつなげることのできるIoTプラットフォーム

サービスです。PULPは、Riiiverブランドの管理と保護を行うことを目的としたブランドガイドラインの制作を

担当しました。

VISUAL IDENTITY & BRAND GUIDELINES

Citizen Riiiver

Riiiver is an IoT platform service that allows users to link people, goods, and things.  

PULP worked with WOW to support the Citizen/Veldt team from concept and ideation 

through to development and deployment of the Riiiver brand.

PULP,  INC.OCTOBER 2020



おくすり相談予約アプリ「Sentry（セントリー）」は、患者さんの服薬に対する 

不安と、薬局での待ち時間を解消するためのコミュニケーションアプリです。 

患者さん向けと薬局向けのサービス紹介サイトの制作をPULPが担当しました。

The Sentry app is a communication tool that helps patients make 

informed decisions about taking their medication and reducing 

waiting time at the pharmacy. PULP was in charge of creating a 

website to introduce the new product/service to the market.

おくすりセントリー
WEBSITE

PULP,  INC.AUGUST 2020



Alpacaは金融システムにおけるAIとヒトのコラボレーション・プラットフォームを開発するテクノロジー・カンパ

ニーです。既存の金融システムのあり方をアップデートし、大きな変革をもたらすAlpacaの「あるべき姿」を見

出し、具現化することを目的としたリブランディングをPULP/exwriteチームで担当しました。

VISUAL IDENTITY & BRAND BOOK

Alpaca

Alpaca is a technology company that builds tools and platforms that leverage the power of 

AI to help people working in global capital markets. PULP and exwrite were responsible for 

developing a new brand system for Alpaca that better communicates their commitments to 

building a more accessible financial system.

PULP,  INC.JUNE 2019



PARCO Card
WEBSITE & POSTERS

「PARCOカード」リニューアルの告知ポスター・フライヤーとWEBサイトをPARCO

チーム＋meet&meetと共に企画・制作しました。

PULPはプロジェクト全体のアートディレクションとデザイン、そしてWEBサイト 

制作を担当しています。わかりやすく、かつ楽しいブランド・コミュニケーションの 

構築を目指しました。

We worked with meet&meet to help PARCO announce the 2019 

renewal of their credit card service with a campaign featuring in-store 

posters, postcards, and a new website. PULP was responsible for the 

art direction and design of the overall project and the development 

of the website. We aimed to build brand communications that are 

approachable and easy to understand.

PULP,  INC.JANUARY 2019



Renault Twingo  
PH Macaron
DESIGN CONCEPT & KEY VISUALS

ピエール・エルメ・パリ誕生20周年記念限定車「Renault Twingo PH 

Macaron」の発売にあたって、「仕事が終わればプライベートの時間を 

尊重する」というFrenchismをテーマに、PULPがキービジュアルの 

アートディレクションを担当しました。

To celebrate the 20th anniversary of their Tokyo-based boutique, 

Pierre Hermé partnered with Renault to release a limited edition 

version of the Renault Twingo. PULP developed the key visuals  

for the promotion, based on the French values of having a healthy  

work/life balance.

PULP,  INC.JUNE 2018



E-COMMERCE WEBSITE

Citera

「移動を快適にするアクティブ・トランスファー・ウェア」をテーマにアイテムを展開

しているEC限定のメンズファッションレーベル、CITERA（シテラ）のサイトリニュー

アルをサポート。PULPはUX/UIデザインとフロントエンド実装を担当しています。

ブランドと商品の魅力を感じていただきながら、快適にショッピングを楽しめるEC

サイトの構築を目指しました。

Citera is a Tokyo-based fashion label that creates clothing designed 

to be both functional and fashionable, utilizing technical materials in 

unconventional ways. As part of their e-commerce site renewal, PULP 

was in charge of the UI/UX design and front-end implementation.  

Our goal was to create an engaging and enjoyable e-commerce 

experience for the CITERA fans.

PULP,  INC.FEBRUARY 2018



1982年より続くグランメゾン「レストランひらまつ広尾」。二代目シェフ平松大樹氏とともに、次世代へ向けて 

新たな進化を遂げようとする同レストランをPULPがサポート。「進化する伝統（それはリアル・ガストロノミー 

の世界）」をコンセプトに、Webサイトとレストランメニューを担当しました。

Hiramatsu Hiroo
WEBSITE & RESTAURANT MENUS

Since its foundation in 1982, Michelin star-awarded Hirumatsu Hiroo has become the 

cornerstone destination for French dining in Japan. To help Hirumatsu in their pursuit of 

delivering an evolving, innovating dining experience, PULP redesigned its website and in-

restaurant menus.

PULP,  INC.OCTOBER 2018



“TASTING ART” CAMPAIGN

BIBI GRAETZ

トスカーナの天才醸造家ビービー グラーツがつくる「芸術ワイン」と日本のアーティストとのコラボレーション企画

「TASTING ART SHOW – テイスティング・アート展」を dot by dot inc. と共に企画・実施いたしました。 

「アートとワイン。ふたつの芸術を、ともに “テイスティング” する。」をコンセプトに掲げ、アート鑑賞とワインの試飲

を同時に楽しめる作品展、そして、参加アーティストの作品をフィーチャーした首掛けステッカーを「店頭に並ぶ小さ

なギャラリー」に見立て（コンセプトを売り場にも拡張させ）テイスティング・アートの試みを広めるための枠組みを 

つくりました。PULPはプロジェクト全体のクリエイティブディレクションとデザインを担当しました。

Together with dot by dot inc. and Suntory, PULP worked with Tuscan winemaker Bibi Graetz 

to develop an experimental art and wine tasting event. Inspired by Bibi Graetz’s dedication 

to the craft of both winemaking and visual art, we wanted to create a space where people 

could experience the two in a combined setting. In addition to the group art show, each artist 

created a label to be attached to the wine bottles, creating a ‘mini-gallery’ whenever they 

were on display. PULP was responsible for the creative direction and overall design.

PULP,  INC.OCTOBER 2017



「窓は文明であり、文化である」の思想のもと、2007年から窓を学問として多角的

に探究する活動を実施している「窓研究所」の10周年記念イベント「窓学展／窓学

国際会議」の特設Webサイトを制作しました。

‘Windowology’ refers to the research activities undertaken by YKK 

AP's Window Research Institute, exploring the concept of the window 

in relation to civilization and culture. In celebration of the 10th 

anniversary of their research, the Institute held an exhibition to present 

their findings over the decade. PULP was responsible for the direction 

and design of the website.

Window Research 
Institute
EXHIBITION WEBSITE

PULP,  INC.SEPTEMBER 2017



retaW
E-COMMERCE WEBSITE & PHOTOGRAPHY

「香りに包まれたライフスタイル」を提案するフレグランスレーベル「retaW（リトゥ）」。ECサイトのフルリニューアルを 

PULPが担当。飽きのこない普遍的なデザインと使いやすさを追及しています。レスポンシブデザイン、多言語対応は 

もちろん、商品撮影までPULPが担当しました（商品のイメージカットは除く）。

retaW is a Tokyo-based fragrance and body-care label founded in 2009. PULP designed a 

new e-commerce website for retaW and carried out the site's product photography. By paying 

particular attention to space and clarity, PULP simplified the retaW online experience and 

made the brand more accessible to customers.

PULP,  INC.DECEMBER 2016



スヌーピーファンの聖地と言われるチャールズ M. シュルツ美術館の世界初の 

サテライトとなる「スヌーピーミュージアム」の魅力と情報を広く発信するため、 

シンプルで機能的、かつ飽きのこないデザインのWebサイトを目標にPULPが 

企画・制作を担当しました。

In 2016 the Snoopy Museum was launched as a Tokyo-based satellite 

to the Charles M. Schulz Museum, a new home for Peanuts culture in 

Japan. PULP's approach was to design a functional online experience – 

suitable for a museum, while still being personable and enjoyable to use.

Snoopy Museum Tokyo 
WEBSITE

PULP,  INC.APRIL  2016



Brand Videos

Booking.com Employer Brand video, 2020

Workday Elevate online event, 2021

数々のユニークな宿泊施設と人々をつなげる世界最大級の宿泊予約サイト
Booking.comのGlobal Employer Brandチームと共に、東京オフィスを舞台に
した５本の映像からなるBooking.com Japanの会社紹介ムービーをPULPが
企画・制作しました。

ワーク・ライフ・バランスを大切にした、働きやすいインターナショナルな環境、 
そして、世界中の旅行者をサポートすることに誇りを持ち、自分らしく働いている
スタッフの皆さんに焦点を当てたエンプロイヤー・ブランディング映像です。 
 
Booking.com is one of the largest travel e-commerce companies 
in the world, with 200 offices in 70 countries worldwide. PULP was 
approached by the Booking.com Employer Brand team to plan,  
direct, and produce a series of branding videos to support their 
recruitment strategies in Japan.

Each video in the series of five features interviews with Booking.com 
Japan staff, presenting an intimate and authentic perspective of 
what life is like at the company. At the same time, the camera  
follows a pair of travelers as they explore Tokyo, helping to highlight 
the importance of the personal connections between Booking.com 
staff and their customers.

企業向けクラウド型人事・財務アプリケーションを提供するWorkdayが主催す
るオンラインイベント「Workday ElevateDigital Experience」のクリエイティ
ブディレクション、アートディレクション＆デザインをPULPが担当しました。

ライブ配信にて開催された本イベントでは、VUCA（将来の予測が困難な状
況）の時代に企業を成長させるヒントや具体的な施策についての理解を深め
ることをはじめ、スポーツ、芸能、学術界など多岐に渡る分野で活躍するゲスト
と共に、SDGs（持続可能な開発目標）の観点も交えた多面的なディスカッショ
ンが行われました。 
 
Workday is a provider of cloud-based HR, financial, and planning 
applications used by businesses worldwide. PULP oversaw the 
creative direction, art direction, and design for their online event, 
Workday Elevate Digital Experience 2021.

This online event featured discussions on the UN Sustainable 
Development Goals and measures to help companies grow in the 
age of VUCA (future unpredictability), with guests from a wide 
range of fields, including sports, entertainment, and academia.

Dropbox case study video, 2017

Bibi Graetz ‘Tasting Art’ video, 2017

世界的なシェアを誇るオンラインストレージサービスのひとつ、Dropboxの 
ケーススタディ（導入事例）ビデオの企画・ディレクションをPULP大輪が担当
しました。

クリエイティブ集団「dot by dot inc.」のワークスタイルに焦点を当て、クリエイ
ティブかつ効率的な働き方、そして2017年2月に石垣島で行われた “日本一 
早い春フェス” でのライブ演出の様子をドキュメンタリー化したグローバル・ 
ブランディング映像です。 
 
“dot x dot: Working flexibly with talented creatives across the globe” 
is a case study for Dropbox, one of the world's most popular cloud 
storage providers. 

PULP was responsible for the planning and direction of the video. 
The case study features dot by dot inc., a creative digital agency 
based in Tokyo with members spread worldwide. It focuses on how 
they use Dropbox Business and Dropbox Paper to stay connected 
and keep up with work away from the studio.

トスカーナの天才醸造家Bibi Graetzがつくる「芸術ワイン」と日本の 
アーティストとのコラボレーション企画「TASTING ART SHOW – テイス 
ティング・アート展」を dot by dot inc.と共に企画・実施いたしました。

「アートとワイン。ふたつの芸術を、ともに “テイスティング”する。」を 
コンセプトに掲げ、アート鑑賞とワインの試飲を同時に楽しめる作品展は 
多くの方からご好評をいただきました。 
 
Together with dot by dot inc. and Suntory, PULP worked with 
Tuscan winemaker Bibi Graetz to develop an experimental art and 
wine tasting event. Inspired by Bibi Graetz's dedication to the craft 
of both winemaking and visual art, we wanted to create a space 
where people could experience the two in a combined setting.

We invited three artists to display work in a group art show inspired 
by the Bibi Graetz range. In addition to the show, each artist created 
a label to be attached to the wine bottles, creating a ‘mini-gallery’ 
whenever they were on display. PULP was responsible for the 
creative direction and overall design (excluding the website).

PULP,  INC.2017 — 2021



Visual Identities

ブランドの顔とも言えるロゴマーク。企業や商品、サービスのもつ個性（らしさ）を正しく可視化し、目的に 

あわせてしっかりと機能するよう心がけてデザインしています。

A logo is the face of a brand or company. When designing brand identities, we consider the 

brand's individuality and purpose to reflect its culture and values.

2015 — 2021 PULP,  INC
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