2021 年 2 月 26 日
デザイナーを探しています。
ハロー。私たちイノセントは、2019 年に、日本での美味しいフルーツドリンクの販売をス
タートしました。これから、一人でも多くの皆さんに飲んでいただくために、マーケティン
グや新製品の計画をいろいろ立てています。
私たちのクリエイティブチームでは、一緒にアイデアを考え、実現してくれるデザイナーを
探しています。求めているのは、大きなプロジェクトを手がけることにも、細かいディテー
ルの仕上げにも楽しく情熱を持って取り組んでくれる方です。えっ、アイデアならあるっ
て？素晴らしい。この募集要項をちょっと読んでみてください。応募をお待ちしています。

役割：

・イノセントのブランドガイドラインやブランドキャラクターを深く理解し、独創的でクリエイティブなアイデアを考
え、さまざまな制作物に表現する
・クリエイティブブリーフに対して、高いレベルで企画・デザインする
・印刷物の品質・進行管理
・SNS コンテンツの制作
・デジタル（バナー、ウェブ用）デザイン素材制作

日々の業務：

・パッケージの新規制作または改訂
・SNS コンテンツ制作(コードは書けなくても大丈夫)
・各種 SP ツール制作（リーフレット、店頭 POP、ポスターなど）
・社内・社外コミュニケーション用資料・ツール制作（プレゼン資料、掲示物、プレスリリースなど）

求めているもの：

・素晴らしいデザインスキル・経験とポートフォリオ
・日用消費財（FMCG）業界での経験、または、パッケージ制作の経験
・広告代理店/広告制作会社、またはインハウス・クリエイティブチームでのデザイナー経験
・業務にて Illustrator、Photoshop、InDesign が使えること。
・母国語レベルの日本語、会話〜ビジネスレベルの英語。

・クリエイティブへの情熱とイノセントが好きという気持ち。
・チームメンバーと楽しく仕事ができるコミュニケーション能力、ポジティブな姿勢。
・イノセントのトーン・オブ・ボイスやガイドラインに沿ってデザインできる能力。

あればよりよいもの：

・簡単な手描きイラストが描けるスキル
・写真撮影/加工のスキル
・アニメーション制作のスキル

【職種】デザイナー
【勤務形態】契約社員（９:00-17:30）

私 たち とぜひ一緒に働 きた いという方 は、日本語の職務経歴書と素敵なポートフォリオを
pickme@innocentdrinks.jp までお送りくださいね。

We are looking for a designer.
Hello, we’re innocent, and we started selling our delicious smoothies in Japan in July this year. We are
very excited to launch various marketing campaigns and new product plans in the future, so that as many
people as possible can drink our smoothies.
Our creative team is looking for a designer who can think big and implement great creative ideas together.
We’re looking for someone who is equally passionate about working on big projects as well as finishing
the fine details. You’re an ideas person? Great. This is a design role, so you’re going to need to do some
designing. Please read the following job spec and if it sounds like you’re up to the challenge, we look
forward to your application.
What you’ll be doing:

•

Consistently coming up with original, creative ideas and taking them from doodle to delivery

•

Designing, developing and executing both large and small creative briefs to a high standard

•

Producing artwork for print and attending press passes

•

Create artwork or illustration for social media

•

Create digital art work(banner, Web)

What you’ll be working on:

•

Packaging for all current innocent products and new product development

•

Social media (no need to know any code)

•

Customer marketing (flyers, in-store barkers, posters, trade press ads and store window
communication)

•

Internal communications

So, do you possess the following?

•

Great design skills and an impressive portfolio of work to wow us with, preferably including some
examples of design for FMCG products

•

Solid experience in a design agency or in-house design studio

•

An in-depth knowledge of Illustrator, Photoshop and InDesign

•

Native level Japanese and conversational to business level English

•

A passion for creativity and a love for innocent

•

Strong communication skills and the ability to build great relationships with everyone you work
with

•

Positive outlook and can-do attitude

•

Ability to create work in line with the innocent tone of voice & guidelines

And some nice to haves:

•

Drawing ability (doodles/illustration)

•

Photo shooting/editing skill

•

Animation production ability

【Job】designer
【Job Type】Contract（9:00-17:30）

