01.About

02.Ability

03.Works

04.

05.Experience

It is happy, interesting, good-looking, and beautiful. The one
felt that the person wants is intuitive and comprehensible. It
is because of the most appropriate action the design is the
scene in it. Infit is coinage used when goodness-of-fit is
shown. We arrange a complex
condition by the investigation, the
analysis, and consideration. And,
we will propose the design that
suits conditions most. A complex
condition is simply cleared. It
achieves the design with intuitive
beauty. Leave it to us.
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circumstances：news gathering

circumstances：young idea

circumstances：usual day

■About Our Company

株式会社TIDO - INFIT DESIGN部について

弊所は 2004 年に個人のデザイン事務所として INFIT DESIGN（インフィットデザイン）を開業しました。
「個人事務所なのに、どうしてこんな納品実績が得られたのか？」と【疑問のような興味】が、結果的には大きな信
頼や評価となり、個人事業にも関わらず多くのクライアントの皆様からご依頼を頂いておりました。
2022年に、クライアントの皆様および協力企業の皆様との円滑なやり取りや事業の安定化を図り、WEB デザイン
事務所 PROTDESIGN と共に、株式会社 TIDO（ティード）として法人化いたしました。屋号として使用しておりま
した INFIT DESIGN の名称は部署名として引き継ぎますが、当時の【疑問のような興味】に頼らず、さらに皆様か
ら信頼頂けるよう尽力して参ります。

会社名
設立

資本金

代表取締役

株式会社TIDO（ティード）
2004年

※個人事業主として設立し、2006年開業届提出、
その後2022年に法人成りして株式会社TIDOとして法人化

500万円
田 中 英 明 / HIDEAKI TANAKA

住所

〒115-0043 東京都北区神谷3-35-4

URL

http://inﬁt.biz/tido

TEL / FAX
部署
受賞

03-6671-7055
INFIT DESIGN
（インフィットデザイン）
部
PROTDESIGN（プロトデザイン）部

プロダクト/工業デザイン、UI/UX、
グラフィック、
パッケージなど

WEBデザイン全般

グッドデザイン賞、iFデザイン賞

業務事例

各種情報入力機器・GUI、電動工具、
クリーナー、
システム家具、
インテリア雑貨、
キッチン雑貨、医療関連機器/器具、
ヘルスケア商品、各種サイン、
各種パッケージ、WEBデザイン、CI（名刺、封筒、各種資料など）、
ブランド企画、商品企画、
ソフトウェア指導、
デザイン講義など。

提案実績

NTT（日本電信電話株式会社他、IT、
ソフトウェア、
レゾナントなどグループ会社も含む）
、
トーソー株式会社、
エレコム株式会社、
パナソニック株式会社
アサヒビール株式会社、株式会社ムロコーポレーション、
ブラックアンドデッカー社（米国）、株式会社トーショーなど。
（主な実績の抜粋/順不同）

【infit】
とは？
適合を表す際に用いられる造語。 楽しい、面白い、美しい。人が欲しいと感じるものは直感的でわかりやすい。
それはデザインがその時、
その対象に、
その状況で、最適に作用しているから。
複雑な条件を調査・分析・考察から整理し、最も適合したデザインをご提案。複雑な条件をシンプルにクリアした時、理屈を越えた直感的に伝わるデザインが実現します。
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Idea
Design Tools (2D/3DCAD, Draw, Paint, Sketch ....)

Collaborator

Designer

Discussion

Release the design!

■Ability of INFIT DESIGN
■scope of design service

backup service
INFIT DESIGN [インフィットデザイン] の能力
■well-designed presentation

ーデザイン業務の範囲.

ー高いプレゼン能力.

・Industrial commodity, Furniture, Miscellaneous goods, etc.
工業製品全般から、家具、雑貨など、
あらゆる製品のデザインに対応.

・Concept design >> survey, analysis, consideration, proposal
コンセプトシート
（調査、分析、考察、提案）.

・IB, Promtion tool.
製品化に必要なマニュアル、
プロモーション資料の作成.

・Sketch >> Rough or Rendering
スケッチ
（即時提示スケッチ/技巧的スケッチ）.

・Package design.
パッケージデザイン.

・3DCG >> Model simulation
CGによる形状、質感や機能のシミュレーション.

・Logo, CI, Card, Envelope, Every graphic design etc.
CIに関わるロゴデザイン、名刺、
封筒の他、様々なグラフィックデザイン.

・3DCAD >> Model data
3DCADデータの活用、CAMなどへの応用.

・Web design
ウェブデザイン.

・2DCAD >> Architectural drawings, Manufacturer's drawing
意匠図面/テクニカルイラストレーション/制作図面.

・Graphical user interface design.
GUIなどのインターフェースデザイン.

・Trial production >> NC machine tools or 3D Printer
削りだし、
プリントなどを活用したモックアップ作成.

※小さなものは弊所で出力可能（ABS樹脂積層プリント）

・Build a Mock-up
モックアップの制作.（削りだしモデル、
プリントによるモデル）

対応するデザイン分野が多岐に渡りますが、原則、
一人のデザイナーがすべてを担当致します
（設計/製作など技術的項目は除く※）。 製品化の際に、
製品のデザイナー、
WEBデザイナー、
グラフィックデザイナーなど、各分野ごとのデザイナーに連絡を取り合うような手間は省かれます。結果、効率良く、
まとまりを持ったプロジェクト進行が
可能となり、
コストダウンも図られます。
※弊所のメイン分野はデザイン業務であるため、設計/製作に関わる部分は弊所では対応に限界があるため、
外部業者と連携して対応致します。

■Process of design service

詳細

提案

ヒアリング

案件詳細、要望など
の聞き取り

ーデザイン業務の工程.

追加

修正

条件整理、
コンセプ
トワーク

1stデザイン提案
（数案をご提示）

複数の提案から
1案を選定

軽微少量の修正で済めば作業完了

修正

2nd提案
（詳細などを詰めた
デザイン提案）

承

認

詳細提案の
ご承認

軽微少量の修正で済めば作業完了

調整
検討

修正

量産設計/実装段
階での最終調整

完

了

作業完了
（納品）後
もご相談などに
ご対応します
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Merchandising：Docs & WEB
Detail：Industrial & Package

Release & Backup service

Discussion & Modiﬁcation
1st Design Proposal
Research
Hearing

We
hav
e po
wer
to de
sign all
products.

■INFIT DESIGN Works
■Reference of design work

INFIT DESIGN [インフィットデザイン] の仕事

ーデザインワークの参考例

■ヘッドセットデザイン提案時

・1st デザイン提案
・調査分析 / コンセプト立案

・2nd デザイン提案（修正作業）

・ユーザビリティ検討

・パッケージデザイン提案
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■How to use INFIT DESIGN

INFIT DESIGN [インフィットデザイン] の活用

■様々なケースとご予算に応じ、適切に対応します
INFIT DESIGNでは、
「短い納期で」
、
「指示の通りに」、
「相談しながら」
など、
ご依頼頂いた皆様のご要望に応じて適切にご対応しております。また、
指示確認書を作成するこ
とで、
情報共有をスムーズかつ明確にして、
認識齟齬などないよう対策を講じております。
おかげさまで、現在のところ大変多くのリピート依頼を頂いております。

■デザインフィーの算出方法と権利譲渡の方法について
プロダクトデザインは、
その製品の機能や求められる形状、製作法など、様々な条件が重なるため、一定の金額設定が難しいとされています。
INFIT DESIGNでは、
デザイン考案料＋作業費用の2項目に分けて算出し、費用を明確にした見積書をご提示しております。また、
軽微で少量の修正は無償で対応致します。
（お客様都合による仕様変更のための修正、通常提案業務の作業量を超えるような膨大なものについては別途費用で対応をお願い致します。）
※下記はサンプルとして、過去の事例をもとにデザイン考案料+作業費用の合計金額を参考として表示したものです。
A.小型ディスプレイ筐体デザイン 約￥25万（修正：なし）
経緯：指示書に基づきデザイン案を作成。設計/制作上の修正はクライアント側で実施。
B.小型モバイル機器の筐体デザイン 約￥50万（修正：微調整4回）
経緯：企画でもアドバイス。
設計サイドからのフィードバック
（FB）後にデザイン修正。

特徴：アタッチ機能
特徴：操作インターフェース/既存共用パーツとの組合わせ

C.電動工具のデザイン 約￥95万（企画含む/修正：微調整4回）
経緯：商品企画から担当。
設計サイドのFB後デザイン修正。 特徴：人体寸法考慮/複数部品のアタッチ機能/インターフェスに可動部あり
D.組立式収納家具 約￥190万（修正：微調整3回）
経緯：商品企画から担当。
設計サイドのFB後デザイン修正。
パッケージデザインも担当。

特徴：多数の部品/組立工数考慮/複数サイズ展開

E.ソフトウェアUI/インタラクティブデザイン 約￥100万（修正：微調整10回）
経緯：企画でもアドバイス。
フェーズごとの評価に応じデザイン修正。 特徴：スマホ、
タブレット端末用/実装用各種画像の作成/複数のアプリ
パーツ点数が多いもの
（D）、
組合わせ式/折りたたみ式のもの
（B,C,D）、可動部が多いもの
（C）、人体寸法に注意するもの
（C）などは、
デザイン上の検討事項
が増えるため、
高めのデザインフィーになります。

デザインに関する権利について

採用案の
「実用新案登録を受ける権利」
「意匠登録を受ける権利」
は発注者へ原則譲渡致します。
また、
その際の譲渡費用は頂きません。
（出願での創作者/発明者名記載
はお願いしております） 採用案、不採用案とも1年を経過したものは公表する可能性がございます。公表不可の場合はご連絡下さい。

■デザインフィーのコストカット方法
「割引制度」

数あるデザイン事務所/会社より当所を選んで頂いたことを感謝し、
以下の割引き制度をご用意しております。
初回割引：最大で2割引きを適用。
（予算内対応の場合は除く）

「指示確認書による進捗管理」

デザインフィーが膨らむ要因の一つが修正です。当所では、
クライアント様より頂いた各種条件や

修正点を明確化して記録する
「指示確認書」
をご用意しております。
指示確認書通りに案件を達成した場合は、修正費用は一切発生しません。
また修正があった場合
でも、方向性がはっきりしているため、
スムーズな案件の進行が期待できます。
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■INFIT DESIGNʼs Experience

■Productʼs name : Time Circle [壁掛時計]
■Category : Clock

■Size : W.190 H.240 D.45

■Client : Kimidori
※Comment : 抽象絵画のような模様が時間を知らせる壁掛け時計.

■Productʼs name : シエロ [カーテンレール]
■Category : Curtain Rail
■Client : TOSO

■Size : W.free H.11 D.45

［グッドデザイン賞受賞］

※Comment : 空間に馴染むノイズレスなカーテンレール.

■Productʼs name : Bit Watch [バングル型腕時計]
■Category : Watch

■Size : Φ.70 W.20 T.2〜8

■Client :Kimidori
※Comment : シンプルなバングルに見えて実は腕時計.

INFIT DESIGN [インフィットデザイン] の経験

※過去の案件を一部抜粋して掲載しております.

■Productʼs name : Arc [ハンディークリーナー]
■Category : Handy Cleaner

■Size : W.280 H.120 D.110

■Client : Black & Decker
※Comment : オブジェのように置いておける美しいハンディクリーナー.

■Productʼs name : InfoSkin [自動情報収集アプリ]
■Category : GUI

■Size : None

■Client : NTT
※Comment : アプリのコンセプトから想起し、人の”ほっぺ”を全面に用いたUI.

■Productʼs name : Invisible [インパクトドライバー]
■Category : Machine Tool

■Size : W.171 H.176 D.60

■Client : Black & Decker
※Comment : コンパクトに見えるよう錯視的要素を取込んだ電動工具.

※過去の案件を一部抜粋して掲載しております.

■Productʼs name : Ditch [溝で消す灰皿]
■Category : Ashtray

■Size : W.135 H.135 D.15

■Client : Kimidori
※Comment : タイル目地のような隙間が消火しやすくする灰皿.

Drip Tea

Drip Tea

Drip Tea

Drip Tea

Drip Tea

■Productʼs name : Drip Tea Plus [日本茶のパッケージ]
煎茶

煎茶 & カモミール

Green Tea Sencha

■Category : Packages
■Client : Tea Futoh

■Size : W.110 H.120 D.20

釜炒り茶

Green Tea Sencha & Chamomile

Drip Tea
PLUS
Drip Tea

紅茶

Green Tea Kamairicha

Drip Tea
PLUS
Drip Tea

京番茶

Black Tea

Drip Tea
PLUS
Drip Tea

Kyobancha

Drip Tea
PLUS
Drip Tea

Drip Tea
PLUS
Drip Tea

［iFデザイン賞受賞］

※Comment : 「飾りたくなる」をコンセプトにしたお茶のパッケージ.

Bullion of golden proportion [電動カーテン用リモコン]
■Category : Remote Control

■Size : W.30 H.163 D.15（受け部除く）

■Client : TOSO
※Comment : 縦の直線が壁に融和しつつも、さりげなく壁を飾るカーテンRC.

煎茶
煎茶
+ 山椒・クロモジ

Green Tea Sencha
Sencha + Japanese pepper, Lindera umbellata

煎茶
& カモミール
煎茶
& カモミール
+ ライム・アップル

Green Tea Sencha & Chamomile
Sencha & Chamomile + Lime, Apple

釜炒り茶
釜炒り茶
+ 玄米

Green Tea Kamairicha
Kamairicha + Brown rice

紅茶
紅茶
+ ゆず・シナモン
Black Tea
Black Tea + Yuzu, Cinnamon

京番茶
京番茶
+ スパイス

Kyobancha
Kyobancha + Spices

※過去の案件を一部抜粋して掲載しております.

■Productʼs name : チョイむきsmart [手回し式皮むき器]
■Category : Kitchen Tool

■Size : W.171 D.171 H.205

■Client : 株式会社ムロコーポレーション
※Comment : 使い方の説明を兼ねる付属品収納ケースで遊び心をプラス.

■Productʼs name : Bluetooth Headset HS130 [ヘッドセット]
■Category : Mobile

■Size : W.18 H.55 D.24

■Client : Logitec
※Comment : ロングバッテリー搭載ながらコンパクトなヘッドセット.

■Productʼs name : Well Portable II [ポータブル浄水機器]
■Category : Portable Filter

■Size : W.450 H.325 D.155

■Client : 株式会社ウェルシィ
※Comment : 高機能性から”まるで小さい浄水施設”をコンセプトに.

