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最新！
！ 注文の多い

設計デザイン書籍 FAX申込書 03-5360-6544

書籍大放出企画！
！

カフェとレストラン
デザイン2020
ザ・ビューティサロン
デザイン
■ ザ・
ブース
デザイン
■ スモールショップ
インテリアデザイン

御社名
ご住所
ご担当者名

お電話

デザイン 2 0 2 0
カフェとレストラン
1
2
デザインアワード インテリアDATA

■

■

■

■

◎協力／カフェレスジャパン
カフェレスジャパンの選出した
10店舗の設計デザイン掲載
◎発行／アルファブックス
◎発売／2020年7月
◎総頁数／216頁 カラー ソフトカバー
◎サイズ／210×297 A4
◎59店舗掲載／アワード10、
店舗WEB、口コミ・紹介、SNS、
カフェ30、レストラン19店舗
情報サイト、その他、広告予算
◎定価／10,000円+税
※一部任意あり
◎ISBN／978-4-909674-46-3 C0070
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！
カフェレスアワード！
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平面図・マテリアル
図面に着彩、外観・内装に
使用の各種部材名を表記
※一部任意あり

！
大人気サロン！

容
の無い内
他に類

「進化する」日本の

トイレ空間デザイン
◎発売／2018年8月
◎サイズ／225×297
フルカラー ソフトカバー
◎定価／12,000円+税
◎総頁数／272頁
◎ISBN／ 978-4-909674-14-2

Booth Design , Event Design , Showroom Design

展示会ブース イベント空間 ショールーム
◎展示会ブース、ステージイベント空間、ショールームなど、選りすぐりの102
ブースを掲載しています。全景・細部写真、平面図、イメージパース、デザイン
◎発売／2020年3月 ◎総頁数／416頁
コンセプト、設計会社、施工会社などのブース詳細情報を収録した関係者必
◎サイズ／225×297 フルカラー ソフトカバー
◎定価／15,000円+税 ◎ISBN／978-4-909674-38-8 見の一冊。
クリエイティブなブースのみを収録した他に類似が無い書籍です。

10 坪以内の設計アイディア
スモール店舗デザイン96店
参考
必須

◎掲載内容／1店舗2ページ掲載、設計会社コメント、
1店舗3〜6点写真、ロゴ、店舗住所・面積、平面図、設
計・施工費用及び会社名、施工部材、URL、設計デザイ
ナー、カメラマン。集客方法、月間顧客数、設計・顧客対
応工夫点、その他機器名の商品名又はメーカー名を記
載。人気メニュー、客単価、広告予算も掲載。

冊

古民家・文化財 デザイン集
◎発売／2018年10月
◎総頁数／272頁
◎サイズ／225×255
フルカラー ソフトカバー
◎定価／14,000円+税
◎掲載／24都府県、57物件
978-4-909674-15-9 ⁉
◎ISBN／978-4-909674-15-9

THE
BOOTH
DESIGN

◎発売／2018年6月
◎総頁数／232頁
◎サイズ／225×270
フルカラー ソフトカバー
◎定価／12,000円+税
◎ISBN／978-4-909674-13-5

冊

合計金額（税込）

円
！
人気の飲食！

！
残りわずか！

要！!

◎掲載内容／1店2ページで掲載、サロン検索
サイトなど集客方法アンケート、液剤および備品
メーカー名、設計費用、マテリアル各データ
◎店舗データ／サロン名、所在地、5点程度の
写真、URL、ロゴ、営業品目、椅子数、シャンプ
ー台数、月間来店人数、客単価、年代層など

例：1.56坪の焼き菓子店、2.7坪の雑貨店など
飲食60店、ショップ19店、ビューティ他17店

冊

現地視察不 要 然
瞭
デザイン集 民間の知恵が再生を可能に
した24都府県57事例を紹介。
24都府県57事例を紹
本誌で一目

注目の新刊！！
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日本のロゴ＆マーク集
Vol.5

合計冊数

冊

建造物再生

◎発行／アルファブックス
◎発売日／2020年5月
◎頁数／256頁 カラー ソフトカバー
◎サイズ／225×270 ◎107店舗掲載
◎定価／14,000円+税
◎ISBN／978-4-909674-39-5 C0070

■

冊

◎発売／2020年12月
和食27、レストラン22、カフェ11、バー他17 計77店舗
◎サイズ／225×297
◎掲載内容／◆掲載内容／1店舗4ページ掲載、コロナ対策、
フルカラー ソフトカバー 設計会社＆オーナーコメント、集客方法、顧客数、客単価、代表
◎定価／14,000円+税
メニュー、スタッフ数、厨房機器メーカー名。1店舗5〜10点写真、
ロゴ、店舗住所・面積、平面図、設計・施工費用及び会社名、施
◎総頁数／384頁
工部材、
広告予算も掲載。
（一部任意）
◎掲載店舗／77店舗
◆目次（ロゴINDEX、写真INDEX、設計会社INDEX）◆応援メ
◎ISBN／978-4-909674-50-0
ーカー名（厨房、照明、食器類、レジ・顧客管理等）
。

※一部任意あり

美容87、
エステ17、
ボディ3、
全107店舗の秀作デザイン集。
集客方法など経営参考内容充実。
最強のデザインサンプル集！
！

古民家・文化財建造物
再生デザイン
■「進化する」
日本の
トイレ空間デザイン2

集客方法、月間顧客数、顧客年齢層、客単価
など経営参考データとしても活用できます！
！

2021

設計・施工費用、立地の特徴、面積、
主な厨房機器、設計会社名

再生

107のザ・ビューティサロンデザイン

人気店舗
デザイン年鑑2021

最新の総合版！
！新規・改装・業態変更に必携の参考書！
！
巻頭特集= WITHコロナの店舗対策4社22ページ

デザインアワード作品10店舗、カフェ30店舗、レストラン19店舗 計59

主な集客方法

2020.11

https://www.ninkitenpo-d.jp/ アルファ企画行き
TEL. 03-5360-6531 mail@e-webpro.jp

◎掲載内容／1件4〜8ページで掲載、プロジェクト
概要、施設・店舗、インテリア、マテリアル各DATA
◎施設アンケート／施設名、所在地、1件5〜10点
の写真、URL、設計・施工費、宴会場客席数、
客単
価・宴会場利用額、
集客方法、
利用年齢層、
年間の広
告予算 ※一部任意有り

トイレだけを集めた超貴重な1冊！
特集：トイレでのユニバーサルデザイン
◎近年ではトイレ空間を充実させることでその施設の人気、集
客が左右されると言っても過言ではない時代。
おむつ交換台や授乳室、パウダールームやソファなど制作・
設計する側も思考を凝らすことが必須になってきました。
加えて、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて
の、リニューアルや新設も必要になってきています。
そんな日本のトイレ空間を１冊の本にまとめた貴重な1冊。
◎今回は、
ビックリする様なトイレに加え、障がいを持った方、高
齢の方、子供連れの方もみんなに優しくて嬉しいトイレやそ
の土地の らしさ があるトイレを掲載しています。

モチーフのロゴマーク
英数字のロゴマーク
日本語のロゴマーク

！
残りわずか！

◆ 掲載作品の募集もしています。当社設計ポータル、人気店舗デザイン.JP 斎藤までご連絡ください info@ninkitenpo-d.jp

Vol.5
ロゴ・ブランディングなど950作品

！
国内外人気！

ロゴは一瞬で見る人にたくさんのイメージを伝えます。ブランドや
商品、お店、イベント、人や会社の想いやテイスト、“らしさ”が現
れます。ロゴには、デザイナーやクライアントの “らしさ”を発見
するヒアリング力、見る人にイメージを伝えるデザイン力、使い
勝手を配慮する力など様々なプロフェッショナル要素が詰まっ
ています。デザイナーの英知が結集した最新ロゴ作品集です。

！
設計会社も多数！

◎発売／2019年8月 ◎総頁数／500頁
◎サイズ／225×297 フルカラー ソフトカバー
◎定価／12,000円+税
◎掲載／349人クリエイターによる950作品
◎ISBN／978-4-909674-27-2

発行・編集：株式会社アルファ企画／東京都新宿区四谷3-11 第2光明堂ビル4F WEBで確認 http://www.e-webpro.jp mail@e-webpro.jp

