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キャプチャで振り返る2015年のWebデザイン
デザイントレンドWeb

Shift9：Webデザイン行く年来る年（CSS Nite LP43）

DMesh
https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638

https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638
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出演者



Designed by Rin Yano



Webデザイントレンド9年目へ





ところで、トレンドって?



“トレンドとは最先端ではない
  時代に最適化されつつある現象である”



トレンドから得る気づき

➡ いまの表現の位置
➡ 先人から今に続く悪戦苦闘
➡ 世界規模でみるABテスト
➡ これから先を考えるための歴史



本日の構成



本セッションの構成
➡ 2015年、気になった出来事
➡ キーワードでみる海外デザイン編
- 演出まわり
- 機能まわり

➡ 矢野の目
➡ グローバル・上場企業編
➡ 坂本の目
➡ 自治体編



サイトピックアップの手法
➡ 海外で話題になった5000サイト+過去のリニューアル
➡ グローバル500社のサイト400サイト
➡ 地方自治体県市町村1700サイト
➡ 上場企業3400サイト
- 1部、2部、マザーズ、ヘラクレス、JASDAQ
- ほか、もと上場サイト

リニューアルされたものを
中心にピックアップ



2015
Vaqum

キャプチャ
レビュー

整理



キャプチャスライドの見かた



Apple 2015OVERSEAS
SITE



Apple 2015OVERSEAS
SITE



Apple 2015OVERSEAS
SITE



ところで



2014年



本当のハンバーガーナビ出現



http://www.huxtaburger.com.au/



http://www.huxtaburger.com.au/



http://www.huxtaburger.com.au/



2015年、続々登場!



ハンバーガーナビ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.huxtaburger.com.au/



ハンバーガーナビ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.huxtaburger.com.au/



ハンバーガーナビ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.huxtaburger.com.au/



主要ハンバーガーチェーンは?



主要ハンバーガーチェーンの今 2015OVERSEAS
SITE



どこが最初に採用するか
乞うご期待



以上、OP小ネタでした



2015年のWebデザイントレンド的に
気になった出来事



デザインは人の営み
社会の動きもトレンドに反映される



1月～4月



1月
➡ 大塚家具 大塚久美子取締役が社長に復帰

2月
➡ 厚生労働省が「アルバイトの労働条件を確かめよう!」

というキャラクターデザインを募集
➡ 和歌山県が自治体では初めてGitHubでデータ提供開始



3月
➡ 北陸新幹線、長野駅-金沢駅間の営業運転開始

4月
➡ アマナイメージズが無断使用された有料イメージで

製作者を訴えて勝訴



5月～8月



5月
➡ LGBT差別禁止法 レインボーフラッグ
➡ Photoshop 25周年

6月
➡ 東京都観光ボランティアのユニフォームデザイン
➡ 中国株の大暴落



7月
➡ 2020年東京五輪のエンブレム発表
➡ 神戸アニメストリートのロゴが村上隆に抗議受ける
➡ Microsoft Windows 10 リリース
➡ 大塚家具、「幸せをレイアウトしよう。」をスローガン

とし、企業ロゴも「IDC OTSUKA」とする

8月
➡ 広島市で原爆投下から70年の節目の「原爆の日」



9月～12月



9月
➡ Instagramがユーザー数が4億人を突破
➡ Googleのロゴ変更
➡ 平成27年9月関東・東北豪雨

10月
➡ バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2の未来の日
➡ マイナンバー通知開始



11月
➡ パリ同時多発テロ - トリコロール
➡ 日本郵政グループ3社が東京証券取引所の一部に上場
- 日本郵政・かんぽ生命・ゆうちょ銀行



12月
➡ スターウォーズ公開で

あっちこっちスターウォーズになっている
➡ Pantone 2016 color
- http://www.wired.com/2015/12/pantones-colors-of-the-year-
come-with-a-message/

➡ PlayStation®VR 発表
➡ グラフィックデザインの業界団体・AIGAによる

東京五輪・パラリンピックの
エンブレム公募に反対する公開書簡

http://www.wired.com/2015/12/pantones-colors-of-the-year-come-with-a-message/
http://www.wired.com/2015/12/pantones-colors-of-the-year-come-with-a-message/
http://www.wired.com/2015/12/pantones-colors-of-the-year-come-with-a-message/
http://www.wired.com/2015/12/pantones-colors-of-the-year-come-with-a-message/
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災害版トップページ



災害版ホームページ 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



災害版ホームページ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



災害版ホームページ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



災害版ホームページ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.pref.ibaraki.jp/



ちょっとずれたい
2015年のデザインキーワード



2015年の方向性

➡ フラットデザイン系どう進むか
➡ ずらしてアレンジ
➡ おだやかなカラフルさ
➡ トレンドすぎたらもどす
➡ こまかな挑戦



海外デザイン編
演出まわりの表現トピック

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



海外デザイン編
演出まわりの表現トピック

➡ グリッドからずれたい
➡ 玉ボケ時代からローポリ時代へ
➡ そんなあなたにパステルマット



ずれ



ずれとは

➡ 意図的にグリッドからずらす、
もしくは隠されたグリッドに沿う

➡ 今まで、印刷物みたいには
使われてこなかった

➡ フラットデザインでもダイナミックに



以前なら揃えたくなったのかも 2015OVERSEAS
SITE

http://fletcher-systems.co.nz



グリッドの遊び 2015OVERSEAS
SITE

http://www.kapplerbraeu.de/



グリッドの遊び 2015OVERSEAS
SITE

http://www.kapplerbraeu.de/



形状、ボーダーを自由に 2015OVERSEAS
SITE

http://
www.vhcoffeeservices.com/



形状、ボーダーを自由に 2015OVERSEAS
SITE

http://
www.vhcoffeeservices.com/



ずれのパターン

➡ 画像と枠線のずれ
➡ 文字と要素の重なり
➡ スクロール時のスピードが異なる
➡ 出現タイミングが異なる
➡ モバイル時に整列する



ずれの使いどころは?



ローポリ



ローポリの前に

➡ 2012年くらいに流行ったトレンドに
玉ボケというのがあった



ほんとうの玉ボケ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.sportingedge.com/



つくられた玉ボケ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.travelingvineyard.com



形骸化した玉ボケ 2015OVERSEAS
SITE

http://marquee.by/



ローポリって?

➡ 用途としては同様
➡ 今のフラットな時代に合うように

変化した
➡ 2014年くらいから、ちらほら使われだした



巨大なローポリ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.mcgowansprint.com/



地図もローポリ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.procoglobal.com/



地図もローポリ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.procoglobal.com/



ボックスもローポリ 2015OVERSEAS
SITE

http://www.grandsal.com/



ローポリマシン 2015GLOBAL
500

http://www-06.ibm.com/systems/jp/z/why_z/



流行りのテクスチャには
手を出さないほうがいいのか?



パステルマット



パステルマットって?

➡ 画像の背景がパステル調
➡ 主に静物が対象
➡ テキストを載せやすい



影は後から付けている系 2015OVERSEAS
SITE

http://www.helbak.com/



影は後から付けている系 2015OVERSEAS
SITE

http://www.helbak.com/



撮影時にパステルマット 2015OVERSEAS
SITE

http://www.hellolumio.com/



撮影時にパステルマット 2015OVERSEAS
SITE

http://www.hellolumio.com/



エリア区切りに敷く 2015OVERSEAS
SITE

http://www.creanet.es/



エリア区切りに敷く 2015OVERSEAS
SITE

http://www.creanet.es/



パステルマットのパターン

➡ 背景に敷くのはパステル調の薄い色
➡ 背景は撮影時の背景布であることも
➡ 画像を切りぬき、パステル背景に

置いたあと、影を描いている物も



パステルマットと相性がいいコンテンツ?



海外デザイン編
機能まわりの表現トピック

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



海外デザイン編
機能まわりの表現トピック

➡ SPAがあつい!
➡ 縦書きラベル普及の兆し
➡ 下へはホイールアイコン?



SPAが熱い!



SPAが熱い!

➡ single page application
➡ 年々先鋭的なサイトで導入増加中
➡ 大手サイトにも導入されつつある
➡ Flashよりもセマンティック性が考慮されている

ものが多い



元祖マテリアルデザイン 2015OVERSEAS
SITE

https://events.google.com/io2015



元祖マテリアルデザイン 2015OVERSEAS
SITE

https://events.google.com/io2015



一巡したリッチさ 2015OVERSEAS
SITE

https://changemoney.org/



一巡したリッチさ 2015OVERSEAS
SITE

https://changemoney.org/



一巡したリッチさ 2015OVERSEAS
SITE

https://changemoney.org/



いい落としどころのSPA 2015OVERSEAS
SITE

http://joha.dk/en



いい落としどころのSPA 2015OVERSEAS
SITE

http://joha.dk/en



いい落としどころのSPA 2015OVERSEAS
SITE

http://joha.dk/en



SPAって今どんな温度感だろう?



縦書きラベル普及の兆し



縦書きラベルって?

➡ 今までは普通に入れていたテキストを
サイドに90度回転させて挿入

➡ 横方向の解像度増加と、
縦方向のダイナミックなページ増加
CSS3のサポート状況の変化などの背景



解像度を上げると横に移動する 2015OVERSEAS
SITE

http://www.fraher.co/



解像度を上げると横に移動する 2015OVERSEAS
SITE

http://www.fraher.co/



解像度を上げると横に移動する 2015OVERSEAS
SITE

http://www.fraher.co/



ラベルとしての用途 2015OVERSEAS
SITE

http://enjoy-aiia.com/



ラベルとしての用途 2015OVERSEAS
SITE

http://enjoy-aiia.com/



タイポグラフィとして 2015OVERSEAS
SITE

http://www.fsemeric.com



だいたい全部がサイド 2015OVERSEAS
SITE

http://www.phasesmag.com/



縦書きラベルってどうよ?



下へはホイールアイコン?



ページ下へスクロールさせる系の
コンテンツにおけるナビゲーション問題

➡ フルーセル
➡ ファーストビュースプラッシュ



フルーセルとは 2015OVERSEAS
SITE

http://www.dtelepathy.com/



フルーセルとは 2015OVERSEAS
SITE

http://www.dtelepathy.com/



フルーセルは、上場企業でも採用 2015LISTED
COMPANY

http://www.toto.co.jp/



ファーストビュースプラッシュ? 2015LISTED
COMPANY

http://www.tex.nssmc.com/



ファーストビュースプラッシュ? 2015LISTED
COMPANY

http://www.tex.nssmc.com/



問題点



下にスクロールできるのか不明



矢印とラベルというオーソドックススタイル 2015OVERSEAS
SITE

http://www.pgacatalunya.com/



矢印のみのシンプルなスタイル 2015OVERSEAS
SITE

http://www.chocolatmilano.it/



ホイール付きマウスをアイコンとして使う 2015OVERSEAS
SITE

http://creationsnamale.com/



ホイール付きマウスをアイコンとして使う 2015OVERSEAS
SITE

http://lorealparis.dk/makeupgenius



結局スクリーンを覆い尽くす系は
どういう形で落ち着くのか?



矢野の目
時代はコンタクト＆エンゲージ

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



2008年



2009年



2015年

時代はコンタクト&エンゲージ！
深いおつきあい



2008年まで

コーダー デザイナー

現在

デザイナー コーダー 撮影/編集

マーケ リーガル ソーシャル

その他

だいたいどっちかが
まとめ役にならざるを

得ない



コミュ障とか言ってられない



開発もデザインも
一人でできるとか
別にどうでもいい



グローバル企業・上場企業
トレンドトピック

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



グローバル企業編
トレンドトピック

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



グローバル企業の
リニューアル数 2015

99 470



2014-2015 
グローバル企業の傾向

➡ オウンドメディア
➡ あの企業が黒ベースから驚きの白へ



オウンドメディア



オウンドメディア

➡ 《自らが所有するメディアの意》企業が消費者に向けて
発信するメディア。自社発行の広報誌やパンフレット、
インターネットの自社サイトなど。自社メディア。
- ペイドメディア 
- アーンドメディア

デジタル大辞泉

http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/217670/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/217670/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/182019/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/182019/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/85491/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/85491/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/262072/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/262072/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/260165/m0u/
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/260165/m0u/


ターゲットユーザーごとにコンテンツ配信開始 2014GLOBAL
500

http://www.akzonobel.com/



ターゲットユーザーごとにコンテンツ配信開始 2015GLOBAL
500

http://www.akzonobel.com/



ターゲットユーザーごとにコンテンツ配信開始 2015GLOBAL
500

http://www.akzonobel.com/



ヒラヅミからカテゴリ別情報配信 2014GLOBAL
500

http://www.dior.com/



ヒラヅミからカテゴリ別情報配信 2014GLOBAL
500

http://www.dior.com/



ヒラヅミからカテゴリ別情報配信 2015GLOBAL
500

http://www.dior.com/



ヒラヅミからカテゴリ別情報配信 2015GLOBAL
500

http://www.dior.com/



ストーリーを語りはじめた 2014GLOBAL
500

https://www.bnpparibasfortis.com/



ストーリーを語りはじめた 2015GLOBAL
500

https://www.bnpparibasfortis.com/



ストーリーを語りはじめた 2015GLOBAL
500

https://www.bnpparibasfortis.com/



一斉にオウンドメディアに
取り組み始めた、なんで?



あの企業が黒ベースから白へ



黒主体だった世界観の変更 2009GLOBAL
500

http://www.ibm.com/us-en/



黒主体だった世界観の変更 2011GLOBAL
500

http://www.ibm.com/us-en/



黒主体だった世界観の変更 2014GLOBAL
500

http://www.ibm.com/us-en/



黒主体だった世界観の変更 2015GLOBAL
500

http://www.ibm.com/us-en/



日本の上場企業編
トレンドトピック

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



上場企業の
リニューアル数 2015

388 3400



2015
上場企業の傾向

➡ 帰ってきたレインボーナビ
➡ 上場企業でもファーストビュースプラッシュでた
➡ 華麗にイメチェン



帰ってきたレインボーナビ



アイコンつけてレインボー 2014OVERSEAS
SITE

http://www.rakutenchi.co.jp/



アイコンつけてレインボー 2015OVERSEAS
SITE

http://www.rakutenchi.co.jp/



コーポレートカラーを損なわないレインボー 2014OVERSEAS
SITE

http://www.itoen.co.jp/



コーポレートカラーを損なわないレインボー 2015OVERSEAS
SITE

http://www.itoen.co.jp/



レインボーと言えば



レインボーの雄、楽天 2015LISTED
COMPANY

http://www.rakuten.co.jp/



レインボーの雄、楽天 2015LISTED
COMPANY

http://www.rakuten.co.jp/



人生に関わるコンテンツと
相性がいい説



局所的レインボー 2015GLOBAL
500

https://www.ml.com/



局所的レインボー 2015GLOBAL
500

https://www.ml.com/



局所的レインボー 2015GLOBAL
500

https://www.ml.com/



レインボーのパターン

➡ グロナビごとに色分けする
➡ サービスごとに色分けする
➡ コーポレートカラーは外す
➡ 色面積は減らしてきている



なぜ今レインボーナビなのか?



上場企業でも
ファーストビュースプラッシュでた



ファーストビュー
スプラッシュとは?

➡ ファーストビューが画面一杯に
イメージが展開されるが、スクロール
できる

➡ 2013年頃から小規模サイトで
普及してきた



一見スクロールしなさそう 2015LISTED
COMPANY

http://www.okamura.co.jp/



一見スクロールしなさそう 2015LISTED
COMPANY

http://www.okamura.co.jp/



メニューが上にはまるパターン 2015LISTED
COMPANY

http://www.ascotcorp.co.jp/



メニューが上にはまるパターン 2015LISTED
COMPANY

http://www.ascotcorp.co.jp/



スクロールするとご覧になれます 2015LISTED
COMPANY

http://www.jk-holdings.com/



スクロールするとご覧になれます 2015LISTED
COMPANY

http://www.jk-holdings.com/



改めて、
ファーストビュースプラッシュの
いいとこ、わるいとこ?



華麗にイメチェン



大きくイメージチェンジをした
サイトが目立った

➡ 2014年のキーワードに事業統合や合併など
➡ ロゴだけ変わったサイトなどもあったので

今後しばらく散見しそう



圧倒的なイメチェン 2010LISTED
COMPANY

http://www.taisei-oncho.co.jp/



圧倒的なイメチェン 2015LISTED
COMPANY

http://www.taisei-oncho.co.jp/



圧倒的なイメチェン 2015LISTED
COMPANY

http://www.taisei-oncho.co.jp/



合併して新イメージ 2014LISTED
COMPANY

http://www.unirita.co.jp/



合併して新イメージ 2015LISTED
COMPANY

http://www.unirita.co.jp/



合併して新イメージ 2015LISTED
COMPANY

http://www.unirita.co.jp/



ブランドカラーの変更 2014LISTED
COMPANY

http://ryohin-keikaku.jp/



ブランドカラーの変更 2015LISTED
COMPANY

http://ryohin-keikaku.jp/



ブランドカラーの変更 2015LISTED
COMPANY

http://ryohin-keikaku.jp/



坂本の目
幸薄系デザインとは

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



薄幸系サイトとは









 上場企業で見られる薄幸系サイト

•文字が小さいか薄い

•余白が広め

•PCとスマートフォンが同じ表示



投資家情報だけが書かれていて
利益を生むチャンネルは別



薄幸系サイトからの邪推

• IRだからそれでいいじゃん

•読みたいならPDF読めよ

•むしろこのサイトは見ないで



ステークホルダー

株主訪問者 ＜



企業の都合に最適化



日本の自治体編
トレンドトピック

海外 : 表現 グローバル、上場企業 自治体矢野の目海外 : 機能 坂本の目



自治体サイトが熱い!

➡ 子供から大人、
様々な業種の人たちが
ターゲットなWebサイトのいま

➡ 日本人に向けて
普遍的に伝えるかたちとは



自治体サイトの
リニューアル数 2015

232 1700



2015 
自治体の傾向

➡ シティプロモーション2015
➡ ゆるキャラの先



シティプロモーション2015



シティプロモーションとは?

➡ 地域イメージのブランド化により、
ステークホルダーおよび顧客の意欲を
つくりだし、地域持続のための
資源を獲得すること
- 個々の地域特産品のブランド力だけを高めることではない

東海大学文学部広報メディア学科河井孝仁氏
第51回全国広報広聴研究大会講演

「地域の魅力を高めるヒント～シティプロモーション事例から学ぶ」資料より



じいちゃん登場 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/



じいちゃん登場 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kashiwazaki.lg.jp/



キャンペーンを
全面に出す



キャンペーン的に攻める 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ureshino.lg.jp/



キャンペーン的に攻める 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ureshino.lg.jp/



キャンペーン的に攻める 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ureshino.lg.jp/



キャンペーン的に攻める 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.ureshino.lg.jp/



メディア的に
見せる



モダン系にイメチェン 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/



モダン系にイメチェン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/



モダン系にイメチェン 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://town.higashikawa.hokkaido.jp/



町章の色から大胆変更 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/



町章の色から大胆変更 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/



町章の色から大胆変更 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.biratori.hokkaido.jp/



うまくいってる
シティプロモーションとは?



ゆるキャラの先



Webサイトにおける
ゆるキャラブームというのは確かにあった

➡ 一時期はロゴの隣にいたりする時期も
➡ 市長の部屋と同じくらいの位置で

ゆるキャラ専用の部屋があった



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



ゆるキャラの優先度 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.maniwa.lg.jp/



そしてグロナビへ 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.satsuma-net.jp/



そしてグロナビへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.satsuma-net.jp/



そしてグロナビへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.satsuma-net.jp/



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



さようなら、
さようなら、あいちゃんまん…



あいちゃんまん 2013LOCAL
GOVERNMENT

http://www.town.aibetsu.hokkaido.jp/



ゆるキャラから違う何かへ 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shiki.lg.jp/



ゆるキャラから違う何かへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shiki.lg.jp/



ゆるキャラから違う何かへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shiki.lg.jp/



ゆるキャラから違う何かへ 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.shiki.lg.jp/



ゆるキャラベースのサイトの今後は?



2016年のトレンド大予想



原の大予想



ふにゃっとデザイン



矢野の大予想



おなじみのキャラ大切に



坂本の大予想



ファンページ



キャプチャで振り返る2015年のWebデザイン
デザイントレンドWeb

Shift9：Webデザイン行く年来る年（CSS Nite LP43）

ありがとうございました!!

DMesh
https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638

https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638
https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638




アンコール



トレンドあれこれ



トレンドのはじまり、そしておわり



トレンドの栄枯盛衰

➡ なにかしらブームの起こり
➡ 発展、洗練、定着（パターンになる）
➡ 次のトレンドを生み出す/消える
➡ 表現方法の存在と採用の有無は別



何がトレンドになりやすい?



トレンドになりやすい4つの要素

➡ 再現しやすい
➡ 効果が高い (ex.センス良く見える)
➡ 一般の人にわかりやすい
➡ それほど個性的でない



トレンドの塩梅



何でもトレンドにすればいいのか

➡ サイトの状態にあった取り入れ方
➡ 急激に劣化するトレンドもある
➡ 枯れたトレンドでリマスターもあり



おまけ



水彩テイストが増えてきた



水彩タッチ

➡ 2014年以降採用事例が増えてきた
➡ フラット系に振るサイトと

水彩などアナログ系に振るサイト
➡ 地元の画家の採用事例もある



元祖水彩 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.takashima.shiga.jp/



元祖水彩 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.takashima.shiga.jp/



水彩でほのぼの感 2014LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/



水彩でほのぼの感 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/



水彩でほのぼの感 2015LOCAL
GOVERNMENT

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/



なぜ今、水彩タッチなのだろう?



ナビゲーションを絞る



orlen 2010GLOBAL
500

http://www.orlen.pl/EN/Pages/default.aspx



orlen 2015GLOBAL
500

http://www.orlen.pl/EN/Pages/default.aspx



orlen 2015GLOBAL
500

http://www.orlen.pl/EN/Pages/default.aspx



orlen 2015GLOBAL
500

http://www.orlen.pl/EN/Pages/default.aspx



bankofireland 2014GLOBAL
500

http://www.bankofireland.ie/



bankofireland 2014GLOBAL
500

http://www.bankofireland.ie/



bankofireland 2015GLOBAL
500

http://www.bankofireland.ie/



bankofireland 2015GLOBAL
500

http://www.bankofireland.ie/



bankofireland 2015GLOBAL
500

http://www.bankofireland.ie/



travelers 2014GLOBAL
500

http://www.travelers.com/



travelers 2014GLOBAL
500

http://www.travelers.com/



travelers 2015GLOBAL
500

http://www.travelers.com/



travelers 2015GLOBAL
500

http://www.travelers.com/



travelers 2015GLOBAL
500

http://www.travelers.com/



きものリニューアル対決



上場企業の中でも別世界を展開している
きもの関連のサイトについて

➡ きもののさが美
➡ 京都きもの友禅



きもののさが美 2014LISTED
COMPANY

http://www.sgm.co.jp/index.html



きもののさが美 2014LISTED
COMPANY

http://www.sgm.co.jp/index.html



きもののさが美 2015LISTED
COMPANY

http://www.sgm.co.jp/index.html



きもののさが美 2015LISTED
COMPANY

http://www.sgm.co.jp/index.html



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



京都きもの友禅 2015LISTED
COMPANY

http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp/



オーソドックスへの回帰



何が起きているのか?

➡ 一度はモダンな方へ振り切った
グローバル企業のサイトが
古いテイストへ戻っている



フラットからの変遷 2013GLOBAL
500

http://www.laposte.fr/



フラットからの変遷 2014GLOBAL
500

http://www.laposte.fr/



フラットからの変遷 2014GLOBAL
500

http://www.laposte.fr/



フラットからの変遷 2015GLOBAL
500

http://www.laposte.fr/



幅を絞った 2014GLOBAL
500

http://www.allianceboots.com/



幅を絞った 2015GLOBAL
500

http://www.allianceboots.com/



背景フルイメージなサイトが 2014GLOBAL
500

http://www.nmfn.com/



普通のレイアウトへ 2015GLOBAL
500

http://www.nmfn.com/



普通のレイアウトへ 2015GLOBAL
500

http://www.nmfn.com/



フラット化が始まったが戻る 2014GLOBAL
500

http://www.lowes.com/



フラット化が始まったが戻る 2015GLOBAL
500

http://www.lowes.com/



フラット化が始まったが戻る 2015GLOBAL
500

2014

2015

http://www.lowes.com/



何故オーソドックスへ戻したのか?



キャプチャで振り返る2015年のWebデザイン
デザイントレンドWeb

Shift9：Webデザイン行く年来る年（CSS Nite LP43）

ありがとうございました!!

DMesh
https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638

https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638
https://itunes.apple.com/jp/app/dmesh/id480992638

