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・2022年7⽉：Webクリエーター能⼒認定 エキスパート 

       Google アナリティクス個⼈認定資格 (GAIQ）

スキル

URL： https://main.mimosacode.com 

QRコード 

Website（デザイン・コーディング） 

ポイント 

スキルや作品を紹介するポートフォリオサイト兼ブログサイト

です。 

WordPressのオリジナルテーマにて、⾃分でデザインとコーデ

ィングをして構築しました。 

作品の紹介はもちろんのこと、これから⼀緒にお仕事する⽅々

に、少しでも⼈となりをご理解いただく知っていただけるよ

う、コーディング・デザインに向き合っている様⼦を発信して

います。 

Worksのセクションでは、カスタムフィールドを利⽤して作品

のコンセプトなどを紹介しています。

設計 

使⽤⾔語：HTML/CSS/ JavaScript/JQuery 

種類：ポートフォリオ・ブログサイト

実装 

・WordPressオリジナルテーマ 

・レスポンシブ対応 

・カスタムフィールド 

・ブログ機能 

・固定ページ 

・アニメーション 

ロゴ 
ポイント 

⾃⾝が好きな⾊・花であるミモザをモチーフとし、コードの中にミ

モザの花をあしらったデザインとしました。

ブログ・ポートフォリオサイトのご紹介 

⼭崎 歩 Ayumi Yamazaki 

Works 

略歴 ・関⻄学院⼤学経済学部卒業 

・約20年間、外資系IT企業でSaaSサービスの法⼈営業に従事 

・2022年 5⽉-7⽉ 職業訓練校インタープランITスクール・Webデザイン科受講 

・⼩学⽣２⼈の⺟

資格

・Webサイトデザイン、コーディング 

・バナー・ロゴ制作 

 ツール： Photoshop / Illustorator / XD /Canva / Figma 

・⾔語： HTML/CSS（Sass) / Java Script/ JQuery / Gulp /GitHub 



Works 1
QRコード 

ロゴ提案書   https://intp.site/975/logo_banner/chanoka.pdf 

Concept 

ブランドプロフィール：ほうじ茶の新たな楽しみを提案するほうじ茶スイーツブランド 

ペルソナ：スイーツ好き、和にこだわりを持つ30代以上の⼥性 

サイトの⽬的：商品へのこだわりや茶葉の情報発信を通してブランド価値を⾼める。

設計 

使⽤⾔語：HTML/CSS/ JavaScript/JQuery 

種類：ランディングページ

実装 

・レスポンシブ対応 

・縦書き 

・アニメーション 

・背景固定 

・スライダー 

・モックアップ使⽤ 

.

Website（デザイン・コーディング） 

ロゴ・バナー 

バナー広告 （左300 X 250、右160 X 600) 

使⽤ソフト：Photoshop

バナー広告 （左300 X 250、右160 X 600) 

使⽤ソフト：Photoshop

ポイント 

コーディングはシンプルにし、背景にアニメーションを使うなど

して、シンプルな設計ながら動きがあるサイトにしました。 

地図やフッターにCSSでフィルターをかけるなど、CSSを使って

和の雰囲気作りを⼼がけました。 

商品紹介のページでは、モックアップで作成したイメージを使⽤

しています。

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

・ブランドのこだわりである「ほうじ茶の⾹り」を表す。 

・⿊い鉄板の上でほうじ茶の葉を焙煎し、茎状に変わっ

ていく過程、⾹りが⽴ち上がっていくシーンを再現 

（お年賀） 

・お正⽉のお年賀という季節感とブランドイメージの上品さを表現 

（桜） 

・背景⾊や全体に桜を取り⼊れ、季節限定であることを強調 

・看板商品のシフォンケーキの写真で訴求するとともに「限定品」であるこ

とを強調し、オンラインストアへ誘導 

https://portfolio.mimosacode.com/works/chanoka/

架空：茶の⾹ 
架空サイトのためBasic認証をかけています。 

ユーザーID：mimosa  パスワード：code 

 



Works 2
https://portfolio.mimosacode.com/works/umebiyori/

QRコード 

ロゴ提案書   https://intp.site/975/logo_banner/umebiyori.pdf 

Website（デザイン・コーディング） 

ロゴ・バナー 

バナー広告 （300 X 250) 

使⽤ソフト：Photoshop

バナー広告 （300 X 250) 

使⽤ソフト：Photoshop
ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

・梅が花から実、緑から⾚く⾊づいていく様⼦を２つの丸で表現 

・梅の⾊の象徴として鮮やかなピンクと爽やかなグリーンを組み合わせる 

・外国⼈にも伝わりやすいよう、単純なフォルムで漢字のロゴタイプとの

対⽐を図る 

・オンラインストアでもっと⾒てみたいと思わせるよう、ラインナップが揃っている

こと写真で表現しました。 

・2022年の⽂字を強調し、新商品であることをアピールしました。

架空：梅⽇和 

Concept 

会社プロフィール：福井県若狭地⽅の梅を使⽤した梅製品のサイト 

ペルソナ：⾷へのこだわりを持つ⼥性、シニア世代、 

サイトの⽬的：製品に込めた思い、ECサイトへの遷移、梅づくりの情報発信 

設計 

使⽤⾔語：HTML/CSS/ JavaScript/JQuery 

種類：ランディングページ(複数のセクション）

実装 

・レスポンシブ対応 

・ドロワーメニュー 

・スライダー 

・アニメーション 

・GoogleMap埋め込み 

.

ポイント 

若狭地⽅の美しい⾃然の写真や梅に関する情報をメインページで紹介し、商品に興味

を促し、オンラインショップへ誘導するような動線を意識

架空サイトのためBasic認証をかけています。 

ユーザーID：mimosa  パスワード：code 

 



Works 4
QRコード 

ロゴ提案書  https://intp.site/975/logo_banner/kai_winery.pdf

Concept 

ブランドプロフィール：甲府地⽅のワイナリー・ゲストハウス 

ペルソナ：ワイン愛好家の30代以上の男⼥ 

サイトの⽬的：⽇々のぶどうの様⼦を配信してワイナリーへの観光客を増やす

設計 

使⽤⾔語：HTML/CSS/ JavaScript/JQuery 

種類：ランディングページ

実装 

・レスポンシブ対応 

・背景動画 

・テキスト動画 

・アニメーション 

・Gridレイアウト 

・スライダー 

・モーダルギャラリー 

.

Website（デザイン・コーディング） 

ロゴ・バナー 

バナー広告 (300 X 250) 

使⽤ソフト：Photoshop

バナー広告 (300 X 250) 

使⽤ソフト：Photoshop

ポイント 

サイドにメニューを固定するレイアウトを採⽤。全体的に画像を

使⽤することでぶどう畑やワイナリーの様⼦がリアルに伝わるよ

うにしました。 

セクションごとに、Gridやスライダーを取り⼊れて変化をつけま

した。

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

ロゴ 

・KaiのKをワイングラスを横向けにした形状に

とらえ、ワイナリーであることを表現 

・クラシカルなワイナリーの世界観が伝わるよ

う、スクリプト体を使⽤。 

https://portfolio.mimosacode.com/works/kaiwinery/

架空：甲斐ワイナリー 

バナー 

・秋のワイナリーツアーを促す訴求広告 

・雰囲気が伝わるように写真を全⾯に押し出し、全体を秋⾊とロゴのカラーに統⼀ 

・予約開始⽇と先着特典があることをアピール



Works 5
https://portfolio.mimosacode.com/works/hellocode/

QRコード 

ロゴ提案書   https://intp.site/975/logo_banner/hellocode.pdf 

Website（デザイン・コーディング） 

ロゴ・バナー 

バナー広告 （300 X 250) 

使⽤ソフト：Photoshop

バナー広告 （300 X 250) 

使⽤ソフト：Photoshop

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

・”Hello” “Code”の頭⽂字HCを利⽤ 

・アルファベットを擬⼈化し、⼈が⼿を挙げて、前向きに進んでいく様⼦

を表現 

・プログラミングという固いイメージを和らげるために猫のほんわかし

たイラストを使⽤ 

・ミドル層をターゲットとしたスクールという仮定なので、「⼈⽣１０

０年時代」というキーワードで訴求

架空：HelloCode 

Concept 

会社プロフィール：ミドル世代や⼥性に特化した個⼈・法⼈向けプログラミング研修 

ペルソナ：リスキリングを検討中のミドルや⼥性、企業の研修担当 

サイトの⽬的：ミッションやゴールを明確にし、個⼈・企業双⽅に訴求 

設計 

使⽤⾔語：HTML/CSS/ JavaScript/JQuery 

種類：コーポレートサイト(下層ページあり）

実装 

・レスポンシブ対応 

・下層ページ 

・ドロワーメニュー 

・動画背景 

・アニメーション 

・モーダル（動画再⽣） 

・アコーディオン 

.ポイント 

Wordpress化を想定した企業向けサイト。オーソドックスなレイアウトだが、アニメ

ーションで躍動感を出して、最後まで⾒てもらうことを意識

He l l o
C o d e

架空サイトのためBasic認証をかけています。 

ユーザーID：mimosa  パスワード：code 

 



Works 5
https://portfolio.mimosacode.com/works/sandsand/ 

QRコード 

ロゴ提案書   https://intp.site/975/logo_banner/sandsand.pdf 

Concept 

ブランドプロフィール：「サンドイッチは完全⾷」をコンセプトに掲げるサンドイッチ専⾨店 

ペルソナ：ヘルシー思考の20代以上の男⼥ 

サイトの⽬的：コンセプトやこだわりを伝えて、訴求を図る 

設計 

使⽤⾔語：HTML/CSS/ JavaScript/JQuery 

種類：ランディングページ

実装 

・レスポンシブ対応 

・ドロワーメニュー 

・アニメーション 

・背景固定 

・バナー表⽰ 

・モックアップ使⽤ 

.

Website（デザイン・コーディング） 

ロゴ・バナー 

バナー広告 （左300 X 250、右160 X 600) 

使⽤ソフト：Photoshop

バナー広告 （左300 X 250、右160 X 600) 

使⽤ソフト：Photoshop

ポイント 

授業で習得したスキルを活⽤し、サイトデザインやコーディング

に加えて、ロゴ、バナーなど⼀貫して⾃作しました。Photoshop

を活⽤して画像の切り抜きやモックアップの作成も⾏い、ブラン

ドの世界観を実現しました。

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

ロゴ  

使⽤ソフト：Illustrator

・サンイドイッチのフォルムで、サンドイッ

チ専⾨店であることを⽰し、ブランドのテー

マである「バランスと彩り」を表す⾚、緑、

⼩⻨⾊、⻩⾊をロゴに配置。 

・緑と⾚の球体に⽩丸を加え、みずみずしさ

を表現 

・季節ごと、⾷事ごとにマッチしたサンドイッチの訴求広告を想定 

・「夏サンド」では、背景⾊や太陽で夏を表現し、サンドイッチの魅⼒を

伝えるよう写真をメインに構成。 

・「夜サンド」については、背景⾊や⽉の装飾で⼀⽬で⼣⾷であることが

わかるようにし、割引率でコンバージョンを狙う仕掛け。

架空：Sand Sand 
架空サイトのためBasic認証をかけています。 

ユーザーID：mimosa  パスワード：code 

 


