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私たちは、
広告の力で
世界中に
驚きと感動を
生むことを
大きなミッション
としています。

communication

メイクコミュニケーション
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メイク広告

〒640-8411 和歌山県和歌山市梶取42-1　TEL.073-455-1072　FAX.073-455-1131
■営業時間：月～金曜 9：30～18：30、土曜 9：30～17：00（日祝休み）
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それが
メイク
広告

それが
メイク
広告

看板だけじゃない。
ヒトも広告も、
いろんな在り方

It isn't only a sign.
There are various states a person and advertisement.

・ ・

2015
Autumn

●店舗前新看板
　店舗全体をよく見た上で、看板を
立てる位置を決め、アスファルトを
剥がして穴を掘り、柱とアングルを
溶接で仕上げた枠を入れて固定。
そこに看板面をはめ込み、完成です。
お店のコンセプトが盛り込まれた、
上品なデザインを施した看板は、存
在感があるとともに、お店の雰囲気
をよく伝えています。

●道路沿い誘導看板
　（意匠面交換）
　マグロを飛び出させた変形看板。
お皿から逃げ出そうとするほど活き
の良い姿で「食材の新鮮さ」を表現。
勢いがあり、目立つデザインに仕上
げました。両面の仕様になっており、
どちらから来てもわかりやすくなっ
ています。柱を黒く塗装し、より統
一感を出しました。

BEFORE

和歌山県有田郡有田川町

食楽 東家 様
新看板設置＋看板の意匠面交換

　「店舗前に新たな看板を設
置したい。また、道路沿いに
設置している店舗への誘導看
板が傷んできた上、他の看板
と重なって見えにくいので、
意匠面を新たなデザインで交
換したい」というご要望をい
ただきました。

集客アップ事例
ご紹介！！

オリジナル

デコ家電
─ 紹介─

　写真の四角いもの、
なんだか分かります
か？　
　これは『セコムコン
トローラー』。壁に設
置するものです。「お部屋のインテリア
に合わせたものが欲しい」とご注文
をいただき、デザイナーと制作担当
者が心を込めて作りました。制作は、

なんと手作業です！
　お部屋やお店のイ
ンテリアにぴったり
合うデザインの家電、
作ってみませんか？

↑元はコレです。

こちらはシックな別デザイン。

隠れてしまう裏面も、この
通りきれいな仕上がり。



メイクの秘密 この秋、メイクスタッフ家族に二人の赤ちゃんが誕生！　すくすく元気に育ちますように★

　お電話でお問い合わせの際、個性的な声で「お電話ありがと
うございます！」とご挨拶させていただいているのが私です。
　高校卒業後、デザイン関係のお仕事に就くことが多く、前職
ではWＥＢデザインをしていましたので、メイク広告ではホーム
ページのお仕事と、みなさんのお手伝いをしています。
　今までお仕事をしていて、WＥＢと印刷物って分けられて
考えられることが多いなと思います。会社でもWＥＢ部門と印
刷部門はわりと分けられているところが多いですよね。確か
に専門性を突き詰めていくために分けるのは大事なので、それ
が悪いというつもりはないのですし、担当している方のことは
凄く尊敬しています。でも私は「イイトコ取りできたらいい
やん＾＾」とゆるく中間に立って動ける奴が一人くらい居て
もいいんじゃないかなと思っています。
　もっといろんなことを知って、いろんな分野のイイトコ取り
でお仕事ができるように、日々がんばっています。

　まず、カットされたシートのバランスが崩れないよ
うに、一旦全体を透明の粘着力の弱いシールに貼り、
本番の物に再度貼りこんでいきます。
　トタンの上に貼られている赤いものもカッティング
シート、その上に張っている白い文字もカッティング
シートなので、カッティングシート on カッティング
シートということになりますね。
　見上げたり遠くから離れて見ることの多い看板です
が、近づいて横から見ると、職人技が何層にも重なる
職人ミルフィーユな一品に出会えるかもしれません。
　弊社の職人ミルフィーユも是非ご堪能下さいませ。

Meiku
Member’s
いろんな物のイイトコ取りを目指したい♪

若宮 麻友香　所属：WEB デザイン

http://meiku-koukoku.com/

看板のことを書いている
「メイクメンバーズブログ」世界一

メイクメンバーズブログ

看板の素材って何がいいの？　
どんな看板があるの？　
仕事風景って？
メイクメンバーが日々ブログ更新中！

メ
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私たちが社会にできることとは？
「看板の力で子どもたちの通学路を安全に」
「カンボジアの教育支援」
メイク広告では、２つの社会貢献活動に取り組んでいます。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

商品 事業 活動 ブログ 情報 etc.

白樫石材 様
自動販売機ラッピング

缶サット甲子園 様
右）バックパネル
下）横断幕

建てようネット和歌山 様
左）カルプ文字　右）横断幕

美容室ON’S GATE 様
看板（アルミ複合板 ）

今月はメイク広告の多岐にわたる
商品をご紹介！

Meiku made 制作商品ご紹介

もの作りの現場から
カッティングシート 編

今回は、大きなトタンの上に、予めカットした「カッティングシート」
という色のついた粘着シートを貼りこんでいく作業をご紹介！

パン・お菓子メーカーの広告

おもしろ広告続々公開中！

世界のおもしろ広告
vol.09 アメリカ

高飛びのマットが食パン！
跳躍後はふっかふかで気持ちよくっ
てお腹もいっぱいに！？
今年は「紀の国わかやま国体＆わか
やま大会」が開催。国体では和歌山
県が天皇杯を獲得。おめでとう！

メイク広告



メイクの秘密 この秋、メイクスタッフ家族に二人の赤ちゃんが誕生！　すくすく元気に育ちますように★★

Meiku made

　お電話でお問い合わせの際、個性的な声で「お電話ありがと
うございます！」とご挨拶させていただいているのが私です。
　高校卒業後、デザイン関係のお仕事に就くことが多く、前職
ではWＥＢデザインをしていましたので、メイク広告ではホーム
ページのお仕事と、みなさんのお手伝いをしています。
　今までお仕事をしていて、WＥＢと印刷物って分けられて
考えられることが多いなと思います。会社でもWＥＢ部門と印
刷部門はわりと分けられているところが多いですよね。確か
に専門性を突き詰めていくために分けるのは大事なので、それ
が悪いというつもりはないのですし、担当している方のことは
凄く尊敬しています。でも私は「イイトコ取りできたらいい
やん＾＾」とゆるく中間に立って動ける奴が一人くらい居て
もいいんじゃないかなと思っています。
　もっといろんなことを知って、いろんな分野のイイトコ取り
でお仕事ができるように、日々がんばっています。

Meiku
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看板のことを書いている
「メイクメンバーズブログ」世界一

メイクメンバーズブログ

看板の素材って何がいいの？　どんな看板があるの？　
仕事風景って？　メイクメンバーが日々ブログ更新中！

メイク広告の  社会にちょっといいこと。
「看板の力で子どもたちの通学路を安全に」
「カンボジアの教育支援」
メイク広告では、２つの社会貢献活動に取り組んでいます。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

美容室ON’S GATE 様
看板（アルミ複合板）

建てようネット和歌山 様
左）カルプ文字　右）横断幕
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白樫石材 様
自動販売機ラッピング

パン・お菓子メーカーの広告

おもしろ広告続々公開中！

世界のおもしろ広告
vol.09 アメリカ

高飛びのマットが食パン！
跳躍後はふっかふかで気持ちよくっ
てお腹もいっぱいに！？
今年は「紀の国わかやま国体＆わか
やま大会」が開催。国体では和歌山
県が天皇杯を獲得。おめでとう！

メイク広告

の楽しみ方

和歌山の遊び・体験・グルメをお得に楽しめる
新しいクーポンです。

クーポン参加店
大募集！

ガチャガチャクーポンで、和歌山を更に盛り上げませんか？

　　　　　　にクーポンを入れたいあなた！
ご連絡お待ちしています♪

1 0 0 円 で 1 回
ガチャガチャを回す

1

GACHA 
  PON!

COUPON

出てきたカプセルには
クーポンが 2 つ！！

2

COUPON

お得に買い物やお食事を
お楽しみ頂けます

3

新しい行きつけのお店が
増えるかも！？

異なるジャンルのクーポンが
1 枚づつ入っておトク

ガチャグーだけ！
限定クーポン多数！！


