
世芥オ＼日当アよ良ぞ＼ルスメ【め想像力豊づや場所ゅびィ〜 



ルΖホハ【もバ�よ紹壊 

フロッシーとジムは、サウスデボ
ン(South Devon)のブリックスハ
ム(Brixham)という美しい街の海
辺にある漁師のコテージに住ん
でいるクリエイティブで楽しくて
愉快なカップルです。
ダートマス(Dartmouth)に近いス
タジオで、このカップルはカラフ
ルな家々と騒々しいカモメの鳴
き声に日々インスピレーションを
受け、アイデアであふれた、色
とクリエイティビティが詰まった
イラストレーションを制作してい
ます。
フロッシーとジムは彼らのスタイ
ルを、サニーでファニーでボー
ルドでカラフル、そして少しだけ
甘いものをとり過ぎた感じ、と
語っています。
彼らのミッションは彼らのイラス
トを見た人たちを笑顔にする事
です。




ルΖホハ【もバ�よヴバッΔや世芥 

世芥オ＼日当アよ良ぞ＼ルスメ【め想像力豊づや場所ゅ
びィ〜 

フロッシーこと、リネットはプリマス(Plymouth)大学卒業と同時に英国でビジネスを始めま

した。

そのビジネスの背景にあるアイデアは、子供たちが楽しみながら自尊心と自信を身につ

けるブランドを開発するというもので、それは決して安直なものではありません。

子供たちに関わるそのイラストレーションはコミカルで都会的でエッジが効いていて、

かつトレンドに沿ってプロデュースされました。

すべてのイラストレーションは、大胆で明るい色使いでユーモラスでアイコニックなイメー

ジを念頭に置いて制作されました。

数年後にジムことジェームスが、その抜きん出たユーモアのセンスとデジタルのスキル

とともにチームに参加することになりました。

 

フロッシーとジムは新世紀に誕生した子供たちへむけ、あらゆるレンジのデザインをクリ

エイトします。

この会社は常に進化するトレンドが世界を引っ張るなかで、迅速かつ効率的にトレンド

に沿ったイラストレーションを提供できるように設計されています。 



フロッシーとジムのプロダクツは赤ちゃんから新世紀の世代まで適しています。

この楽しいデザインは年齢を超えて男の子にも女の子にもフィットします。

ヂ【ミセダΜパ 



ミノゼΜ ップΖト 















パプΜヘ【�ミノゼΜ (ルΕ【ヒやぱ) 



パプΜヘ【�ミノゼΜ (ルΕ【ヒやぱ) 



＞ゼ【パプ【≦ミノゼΜ (ルΕ【ヒやぱ) 



＞ダゼΓズΜ≦ミノゼΜ (ルΕ【ヒやぱ) 



＞ネヴ【≦ミノゼΜ (ルΕ【ヒやぱ) 



Emoji ップΖト 











ぜやべよワホ�よ価ゅら誰て住カめィ? 

真面目や質問‥ぜやべら見べ事てぜア�びづ’ 

私べほら河額的やマパ�オ考ぢむぞ�ぱべ〜ぷぱむ�もカゃ
よ架庭めワホ�よ価ゅ暮ァび友人べほてぞィねもゅ気みぞむ

ぞやぞねもて分づア�ぱべ〜 

ぷイへイよワホ�よ価ゅ≧以全上よ理由づァゃねもら言ぢ�

ふカて∞＼ぷねゅら友好的や生で物て住カめぞィよめび〜

≧ワホ�よ価よ生で物らびんむ友好的めびづァの心配やど) 

ねよテ�ΜトよΓ【ヘ【らHoraceも呼りイィ小はやュ�パ
プ【めび〜 

ねねゅ揮まづよ写真てぜア�び〜彼ァて蛾」よ 
べ�ゅワホ�よ価よ架オ撮洩ぱべ�よめび〜 

Horaceも仲関べほら＼ルΖホハ【もバ�
ゅ™ぽむ子供べほて以全め幸ふオ医持ぱ続に

ィもぞだ使命オ与ぢァイむぞ�び〜 

ぷねゅら＼重要やΒゼルパヅΔオ額ゐ允方め＼
幼児よ嬉礎段劾め必要やびんむよ教茨的や要

素て巌�イむぞ�び〜 

写真 
ヱニΓ 

ベ【ヒ 

Horace the Hamster. 
彼らびんむオ嫌ぽむぞィ〜 
ぜやべよ™だや素晴ァぱぞ�よはぢ�〜 

Rock Monster 
彼よュトら最高めび〜 



仲関よ紹壊 

…びんむよねもゅ自信てぜア情熱的〜 
 
…興奮ぱ�びぞ(特ゅΖホデオ聴ぞむぞィ時)〜 
 
…ルΒパ�Ε【ハ�Μオ憾ひィもだぴど�ぽむぱ�だ〜 
 
…仲関め允番背て高ど＼ュトて得維〜  



仲関よ紹壊 

…健康ヴメズめロΔズホロて100怪めでィ〜 
 
…びんむづァ嫌ェイむぞィ(笑)〜 
 
…好物らベ【ヒ〜ヴΓ【ベ【ヒオね™やど握ぱむぞィ〜 
 
…仲関内め允番小はぞ〜 
 



仲関よ紹壊 

…恐竜ゅぱむら珍ぱぞ屋色〜 
 
…もむ�ハ�ゼめム【ユパ〜 
 
…友達もぞィ時て允番幸ふ〜 
 
…�ΒΜンΓΜて得維＼允度高ど飛ろびとむ太陽ゅ 
／ゐまづぽむぱ�ぽべ〜 



仲関よ紹壊 

…世芥め允番忌望ゅ満ほむぞむ掛貫的や�メニ【Μ〜 
 
…びなゅ嫉妬ぱ＼びなゅづェぞぷだゅやぽむぱ�だ〜 
 
…望�イィもッホロド【ヅオ作ィねもてめでィ金色よ 
／魔法よボヤオ持ぽむぞ�び〜ねイてもむ�つぞぱぞ〜 
 
…べなぞ�イやプホロヘΜネ【〜 



仲関よ紹壊 

…憾情オ持ぽべΖヲホ� 彼らびんむよ仲関オもむ� 
／握ぱむぞィ〜 
 
…Mr.Blueら憾情オ�ぽむぞィて©ぢゅ些細やねもめ 
／悲ぱどやア�び〜彼らもむ�繊細やよめび〜 
 
…彼よズΜマムらびのどデ【Δやヵ�【バホデベ�【Μオ 
／奏めィねもてめで�び〜 
／ぷぱむΖヲホ�ヘΜパよ名手めび〜 



仲関よ紹壊 

…仲関内め最�好寄心翁盛や�Μユ【め＼冒険架めび〜 
 
…彼女らぞま�自分自身オ疑ぽむぞむ＼決ぱむ自分て 
／優イむぞィもら思ぽむぞ�ふカ〜 
 
…彼女ら自分オ誇アゅ思ぽむぞ�び〜 
 
…彼女ら威前ゅ唾オ吐ぞむ怒ァイべねもてぜア�び〜 
／ぷイ威来彼女ら決ぱむ唾オ吐ぞべアぱやどやア�ぱべ〜  



仲関よ紹壊 

…驚ゥどねもゅリΜデ色よや�に�よめび〜 
 
…ベタΓ【ら少ぱ心配性めぞま�爪オ栢カめぞ�び〜 
 
…彼女ら創造力て豊づめ＼開オ描どねも＼料理＼鵜宙 
／旅行て大好でめび〜 
 
…ユレΔユパて彼女オ幸ふゅぱ�び〜 



Flossy and Jimレッドブックは幼児の基礎段階
(Early Years Foundation Stage)において読み

書き能力の開発をサポートします。


これらの本は子供たちが言葉を習うのにとても

効果があります。
その意図は、これらの本が書くこと、読むこと、

理解することを含む幼児期のすべての読み書
きの領域をサポートすることです。


Floraは忘れっぽいユニコーンでショッピングと

ショッピングリストを持つことが大好きです。

だから彼女は何を買うべきか忘れずにいます。
あなたはFloraがショッピングリストの全アイテ

ムを覚えるのを助けることができますか？


別の見方をすると、子供たちが新しいスキルを

身につけるのを助けるためのレシピ本や社会
性を身につける簡単な指導書を作ることです。

Flossy and Jimオレンジブックは幼児の基礎段階
(Early Years Foundation Stage)において算数の能力

の開発をサポートします。


これらの本は子供たちが自分自身を、中、後ろ、

てっぺん近くに位置づけることに関わるゲームを推
奨します。この本はまた長さ、重さ、容積、時間を比

較する豊富で様々な機会を提供します。


Mr. Blueはかくれんぼが大好きなフレンドリーなロ
ボットです。

彼はテーブルの下？木の後ろ？

彼を見つけることができますか？


別の見方をすると、この本はロボットが時間を語った

り、違う形のロボットを数えたりして、子供たちが数や
形の世界を理解するのを助ける簡単な算数を教える

ものです。 

Flossy and Jimイエローブックは幼児の基礎段
階(Early Years Foundation Stage)において

アートとデザインの表現力の部分をサポートし
ます。



この本は子供たちの現在の興味を宇宙旅行、
動物園の動物、あるいは影などに導きます。

この本はまた、子供たちに広い範囲の音楽、
絵画、彫刻を紹介することもできます。

このストーリーは想像上の事柄や状況の組み
合わせを示すことで、子供たちを刺激すること

もできます。


Cherryは彼女の誕生日に宇宙船を手に入れて、

宇宙旅行に向けて荷造りをしています。

彼女は月にピクニックに行くつもりです。
あなたなら月に何を持って行きますか？


別の見方をすると、この本は子供たちの経験し

たこと、よく知っている人や場所をもとにした物

語を創造するものです。 

Flossy and Jimグリーンブックは幼児の基礎段階
(Early Years Foundation Stage)において世界を理解

することをサポートします。


この本は、この世界、異なる文化、多様性について

子供たちを助けるでしょう。この本は子供たちが彼ら
を取り巻く様々な環境を学び、黒人ヒーロー、無冠に

なった王様や女王様、同性の親を持つ家族などのさ
まざまなキャラクターを使用したり、またキャラクター

が男性の助産師、女性の消防士の訪問を受けること
などにより、否定的な態度やステレオタイプに挑戦す

ることを奨励します。この本では 中国のスーパーマー

ケット、ローカルの教会、高齢者のランチクラブ、ギリ
シャのカフェなどさまざまな地域社会を探索します。

この本は子供たちが自分の経験の多様性を反映した

話を共有するよう促します。
好奇心旺盛のラマのBessieはこよなく探検を愛し、

冒険に行くこと以上に愛せるものはありません。


Bessieは今日、llamaタウンに誰が住んでいたり働いて

いるか探検しています。
あなたの街にはどんな人が住んでいたり働いていたり

しますか？ 

本よ紹壊 



Flossy and Jimブルーブックは幼児の基礎段
階(Early Years Foundation Stage)において身

体的成長の部分をサポートします。


この本は健康的な生活習慣の選択と身体活動

の促進を奨励し、教育します。
この本は食べ物の選択肢を議論し、新鮮な食

べ物を試しながら活気あふれるゲームやリラッ
クスタイムの探求を奨励します。


嫌われ者のハムスタ−Horaceはチーズが大好

物で他のものは口にしません。

あぁ、すべてにうんざりだと彼は言います。
彼の友だちたちがピクニックをしていて、

Horaceは実際にはいろいろな料理がとてもお

いしいことを発見します。


別の見方をすると、この本はレシピブック、静
かな時間/リラクゼーションブック、インタラク

ティブな生き生きしたゲームブックをクリエイト

するものです。 

Flossy and Jimピンクブックは幼児の基礎段階
(Early Years Foundation Stage)においてコミュ

ニケーションと言語をサポートします。


この本は、短い歌を歌い、経験を共有したり、

見たことや何かを記述したりといった、他人の
話を聞かせることによって、コミュニケーション

力と言語力を促進します。
この本はまた、子供たちにストーリーを語り、

キャラクターがどのように感じるかを考えるよう
促します。

ゲームを通じて交代で会話することで話すこと

や聞くことのスキルが向上します。


Rock Monsterが跳ねて伏せろと言います。

Rock Monsterが体を丸めろと言います。
Rock Monsterが無邪気に踊れと言います。で

きますか？


Rock Monsterは言わなかった。(サイモンセッ

ズゲーム風に )

Flossy and Jimパープルブックは幼児の基礎
段階(Early Years Foundation Stage)において

人間性、社会性、および情緒面の開発をサ
ポートします。



この本は、子供たちが友人や友情についての
自分のアイデアを探求し、感情について話すよ

う促します。
Custardは繊細でシャイな恐竜です。

彼はとても繊細で、多くの時間ゼリーのように
動揺しています。



彼の友だちがゲームをしている時、参加したい
けれどもハローと言えないほど繊細です。

あなたならどうやって彼を彼の友達の仲間に

入れさせますか？


別の見方をすると、この本は自己肯定、自信、
自尊心の養成を促進するものです。

誰づ僕ゅつ話オ
読カめどぺはぞ〜
ぷぱむベ【ヒ 
ネΜ�ゼホベオ
作ぽむどぺはぞ〜  

本よ紹壊 



Horacesて大嫌ぞやリデメホデ 

本の見開きのページのサンプルです。
写真と、シンプルでカラフルなイラストとのコントラストは
とても楽しくて目立つので子供たちは簡単に興味を持ちます。

ΓΜヌやカづ大嫌ぞ“ 

もHoraceら言ぞ�ぱべ〜 



子供べほゅらHoraceよ™だや友ぺほて必要めび〜 

Horaceと仲間たちのアイデアはLynette and James (Flossy and Jim)が考えたものです。
 
Flossy and Jimは子供たちが新たなスキルや対処メカニズムを習うことに信頼の
おけるブランドを構築したいのです。
彼らは信頼や日常生活における柔軟性を確立するための方法を開発することで
子供たちをサポートしたいと考えました。
幼児の基礎段階(Early Years Foundation Stage)における教育ガイドラインに従って、
それぞれの子供たちの開発の道筋を支援します。

このアイデアは子供たちと学校で一緒に作業をしたり、家庭での個人的な経験から
来ているものです。
Lynetteの息子は3歳で自閉症と診断され、ルーティンが変更されたり新しい状況に
遭遇したときに対処方法を学ぶのを助けるためのリソースを見つけることは非常
に困難でした。
彼らは楽しさとユーモアをもって彼ら自身の社会的なストーリーを書くことが非常
に有益であることを発見しました。

Horace and coは就学前の少年少女を対象に、絵本、アニメシリーズ、その他の
エキサイティングなオンラインや印刷のフォーマットでの可能性を秘めています。



このウエブサイトは人々を Flossy and  Jimの世界に誘い、またビジネスにおいてはメインの情報源です。

このサイト内にはFlossy and  Jimのブログもあります。

このブログはビジネスにパーソナルな側面を与えるために使用され、またマーケティングにも使用されています。

PR & ヴ【ドマセΜト  



Flossy and Jimはすべてのデジタルおよびソーシャルメディアの活動をおこなっていて、

コンテンツは定期的に更新され、新しい商品と小売のパートナー開発を促進しています。

ミバプΔ & フ【ハ�Δ�ミセズ 



ロゴはスタイルガイドに準じて下さい。
また、いかなる場合も重ねあわせたり変更を加えたりしないでください。

Ζヌ 



ョホド【バ 



パターン、ロゴ、アイコン、キャラクターイメージを
組み合わせたパッケージデザインの例です。

ョホド【バ 



Flossy and Jimはオンデマンド
アパレルメーカーにデザインを
ライセンス供与しました。
The flossy & Jimの衣料とギフ
トは、www.inktastic.comあるい
はAmazon、eBay、Walmartを
通じてUSAで購入可能です。

INKtasticは家族経営のオンデ
マンドで、高品質で買いやす
い価格の製品を目指して、
2007年にAlan Dailt・Angie 
Smith-Dali、Joice Daliによって
創設されました。
彼らのルールはシンプル
で“自分で買いたくないものは
売らない”というものです。

大胆で楽しくてカラフルなデザ
インは顧客に人気があり、そ
れぞれの製品をパーソナライ
ズするためのオプションもあり
ます。
この追加された機能が、F＆J
ブランドにとってユニークな
セールスポイントを提供します。 

Flossy and JimらぜやべよッΒルΔやΒゼルパプゼΔレΒΜ�めび〜 
ぜやべよ人生もΘ【�Ζ【レゅ掛ぱはも幸ふオ届に�び〜 

ΒゼビΜハ【紹壊 - INKtastic 



Flossy and JimらぜやべよッΒルΔやΒゼルパプゼΔレΒΜ�めび〜 
ぜやべよ人生もΘ【�Ζ【レゅ掛ぱはも幸ふオ届に�び〜 

ΒゼビΜハ【紹壊 - INKtastic 



MarketJSはFlossy and Jimのコンピュータゲームのライセン
シーです。彼らは当初B2Bのプラットフォーム用の３種類の
ゲームを開発し、 App Store、Google Playそして Amazon 
App Storeで販売しました。

30人の有能な開発者からなるチームはエンドツーエンドの
ゲームデザイン、開発を担当し、B2Bプラットフォームで170
以上のゲームを、 US、UK、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東、
アジアなど、世界中に提供しています。
彼らの既存のクライアントは Nickleodeon、Disney、Warner 
Bros、Fox、Amazonなどです。

Flossy and Jimのゲームは非常に
楽しいものになるでしょう。
我々は、クジラやユニコーンの
冒険を楽しんでいる人にとっても
中毒になるくらい楽しいものに
なると確信しています。


ΒゼビΜハ【紹壊 - MarketJS 



FlossyとJimの最も人気のあるデザインの一部を特集したデジタルステッカーは、

同社のアプリ絵文字Tapで利用できます。

emojiTapは、ブランドの絵文字、ステッカー、GIFを1つのアプリで表示する無料の

モバイルアプリです。

利用者はemojiTapをiOSやAndroidのスマートフォンやタブレットに無料でダウン

ロードしてインストールします。

このアプリでは、自分のメッセージ、ソーシャルポスト、写真内のステッカーに、

自分のデバイスから直接アクセスして共有することができます。

emojiTapは、FacebookのメッセンジャーやTwitterなどの人気のあるメッセージング

やソーシャルアプリとも互換性があります。

このアプリのリアルタイムコンテンツフィードは、ユーザーが自分のアプリを更新

する必要なく、新しいコンテンツを更新できるようにします。



ΒゼビΜハ【紹壊 - Baretree Media 



ΒゼビΜハ【紹壊 - Baretree Media 



Iconlogin LimitedはFlossy and Jimと協力して、新しいロックス
クリーンapp(待ち受け画面)を起動して、ユーザーがアンドロイ
ドであなたの携帯電話をエキサイティングで色とりどりの楽し
い方法でロック解除できるようにしました！
画像ベースのアプリは、ファンが退屈な数字の代わりに自分
の電話にアクセスするために使用できる一連のFlossy and 
Jimの画像を特色としています。“Flossy and Jim lock screen 
app”はGoogle Playストアからご利用いただけます。 

Icon login - ルΖホハ【&バ� ズロΓ 



Icon login - ルΖホハ【&バ� ズロΓ 



Boomf は、パーソナライズされたマシュマロ、チョコレート、カードを郵便で送る英国の

会社です。
同社は花を送る代わりにそれらを送る手配をします。 



�ΕΜミセ【  ワラ【ヒ & デ【Δ ��Β【ヒ 



デ【Δ �Μツ【 ヅホヒ 



ヨホロ マセ【Μヒ / ヵΕメズΔヒ 



トΓ【マセΜトパ & ョ【マセゾタズ 



最新よロΖヘデボ 

ルスΜヅ【ワラ【ヒ 



最新よロΖヘデボ 

デ【Δヅホヒ 



最新よロΖヘデボ 

ヨホロマセ【Μ 



我々は下記のカテゴリーにおける潜在的なパートナーを求めています。



ステイショナリー – ノート、ジャーナルペン、ペンシル、ファイル、収納ケース、ペンシルケース、消しゴム

グリーティングス – カード、ギフトラップ、ポストカード、ダイアリ−、カレンダー

パーティ – _紙製品、パーティバッグ、バルーン

アパレル – Tシャツ、ナイトウェア、ソックス、ベビーウエア

フットウエア – スリッパ、ゴム長ぐつ

バッグ – ハンドバッグ、ショルダーバッグ、トートバッグ、ショッパー、メイクアップバッグ、ウォッシュバッグ、リュックサック、

トロリーバッグ、巾着

アクセサリー – 時計、キーリング、バッジ、ラゲージタグ、グラスケース、財布、傘、パスポートホルダー、ヘアアクセサリー

テクノロジー – 携帯電話ケース、待ち受け、マウスパッド、ラップトップ用待ち受け、小物入れ、

マイクロファイバークリーニングクロス

ビューティ – リップクリーム、爪やすり、マニュキュアセット、ポケットティッシュー、ポケットミラー

ホームウエア – キッチン – マグカップ、コースター、ランチョンマット、魔法瓶、ドリンクボトル、マグネット、タオル、

ナプキン、トレイ

ホームウエア – ベッドルーム – 寝具、ベッドロームデコール/テキスタイル、クッション 

ΒゼビΜハΜトパ�Βマバ【 



2014年にFlossy and JimはBrixham港の壁に壁画を描くよ

う依頼されました。

その後2016年に壁画は描き直され、いくつかの新しい機

能が追加されました。

これには、地元の子供たちがワークショップの一部として

参加しました。

この壁画はCoast Magazine誌とBBC Newsで取り上げられ

ています。

ニ【ンΕ【�Θ【デ 



Flossy and Jimは2016年に、Shoalstoneのプール90周年を祝うための

すべてのイラストレーションを制作しました。

これらのデザインは商品としても販売され、すべての収入はプールの

維持費となっています。

Flossy and Jimはまた、サイン類、POS、スタンプ、バッグ、備品/用度

品を含むいくつかのリブランドをて掛けています。

ニ【ンΕ【�Θ【デ 



クリエイティブメッセンジャーアプリYUBELはF＆Jにステッカーを作成する

よう依頼しました。

このアプリはBTのナンバーワンアプリを獲得し、 App Storeで一貫して上

位をキープしています。

このステッカーはインタラクティブであり、Warehouse、Accessorize、Heat 

Magazineなどのトップブランドで使用されていました。 

ニ【ンΕ【�Θ【デ 



ズΘ【� 



ズΘ【� 



このカップルは、積極的に慈善活動をサポートし、

イベントを組織し、キャンペーンのロゴをデザインす

ることで、ナショナルキャンペーン“Lets the kids to 

be kids” を支援しました。

このロゴは「ザ・タイムズ」の新聞と国際ニュースに

取り上げられました。

Flossy and Jimは、地域的、全国的に関わらず、多

くのチャリティーをサポートしています。

慈善団体「Circus Starr」に協力して、子どもたちと

家族やコミュニティ団体に英国内の慈善団体向け

の無料チケットと募金を提供しています。 

ベ�Γマセ滑動 



世芥ゅ嵐オ堪で起ねび 

ゼΒパ�Ε【プ【〜  

最高ゅΒバッΔや奴ァゅ™ィ 

ルスΜプパマセホデや 

ゼΒパ�Ε【ハ�Μ〜  

素晴ァぱぞネ【ラパ＼ 

F�Jら 

私てやゅオぱべよづ見まにィ 

手助にオぱむどイ�ぱべ〜 

ズ【�Θ【デら 

�ほゥカ抜群めび“  

ミヲΜ(Devon)ゅもぽむ 

最�刺激的やラバャパ〜  

掛ぱど＼素敵＼ぷぱむ最� 

重要やねもら寛全や 

ロΖルタホハ�ムΔめぜィねも〜 

彼ァら彼ァ自身て行ぽむぞィ 

ねもオ握ぱむぞ�び〜 

本当ゅ掛ぱカめぞむ＼ 

ぷぱむぷよ結珂ら素晴ァぱぞ 

�よめび“ 

Εラ�【 



ニΜプデ� 

株式会社ランドマーク	
	

〒152-0023	東京都目黒区八雲2-11-6	102	
TEL：03-5726-9080　FAX：03-5726-9082	

	
	

担当：増田 雄二　e-mail：masuda@landmarkinc.jp	

Flossy	&	JIMに関しての	
お問い合わせは下記までお願いします。


