
BRAND VISUAL IDENT
SYSTEM

The purpose of this handbook is to outline the Brand Identity System of LIZD,

which is the intellectual property of LIZD



INSTRUCTINS

The stripes, speci�cations and speci�cations (such as the speci�c provisions of the basic part and the application part) speci�ed in this manual shall be strictly observed and shall not be changed 
at will.

Where there are only illustrations in this manual without speci�c speci�cations, or where the instructions indicate that the implementation can be referred to, it shall be used on the premise of 
not violating the relevant basic provisions. For the parts not yet speci�ed in the manual (new application design items after now), where the basic elements such as trademark, standard word and 
standard color are involved, the relevant provisions of the basic elements system shall be strictly observed and shall not be changed without authorization; Its speci�c performance style, should 
also refer to this manual similar application design project, and keep the overall style consistent.

The basic part of this manual makes clear provisions on trademarks, brand propositions, standard characters, standard colors and combined use in all kinds of advertisements of LIZD, which must 
be strictly observed to maintain a uni�ed corporate image. And the pattern that advertisement plans to use, photograph, copy o�ered legend only, did not make rigid provision, this part can 
undertake the design according to actual need.
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The LINKABLE ZAPPING DECORATION logo is mainly based on the abbreviated LIZD 

expression, using the most basic and simple geometric structure, and then express-

ing the brand's modernity through the font structure. The LIZD geometry is used to 

present the unique home dynamics, in which the L letter echoes the home. The brand's 

human curvature, this is also the ingenuity of this design. The standard color 

given to the logo is a neutral yellow bright color, which also reflects the design's 

visual inclusiveness.

LINKABLE ZAPPING DECORATIONロゴは、主に短縮されたLIZD表現に基づいており、最も基本

的でシンプルな幾何学的構造を使用し、フォント構造を通じてブランドの現代性を表現し

ています。 ブランドの人間の曲率は、これもこのデザインの工夫です。 ロゴに与えられ

る標準色は、ニュートラルな黄色の明るい色であり、デザインの視覚的包括性も反映して

います。
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A-02

Standard logo
The standard logo is the core of shaping the brand image and creating the cultural 

assets of the LIZD brand. It is also the main core component of the visual identity 

system. Its application in the LIZD design project is very extensive. In order to 

ensure the authority and integrity of the LIZD image, the special specification 

design requirements must not be misused during use and have a negative impact on 

the brand. In order to avoid errors in the shape and precision of the various 

materials (especially the three-dimensional materials), the logo must be produced 

and used in strict accordance with the specifications of the image to maintain the 

brand's visual image.

標準ロゴは、ブランドイメージの形成とLIZDブランドの文化的資産の作成の中核であり、

ビジュアルアイデンティティシステムの主要なコアコンポーネントでもあり、LIZDデザイ

ンプロジェクトへの応用は非常に広範囲です。 LIZDイメージの権限と整合性を確保するた

めに、特別な仕様設計要件を使用中に誤用してはならず、ブランドに悪影響を与えてはな

りません。 さまざまな素材（特に3次元素材）の形状と精度のエラーを回避するには、ブ

ランドの視覚的イメージを維持するために、イメージの仕様に厳密に従ってロゴを作成し

て使用する必要があります。
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A-03

Identification combination 
specification

The logo combination specification is the core of shaping the brand image and 

creating the cultural assets of LIZD brand. It is also the main core component of 

the visual identity system. Its application in the LIZD design project is very 

extensive. In order to ensure the authority and integrity of the LIZD image, the 

special specification design requirements must not be misused during use and have 

a negative impact on the brand. In order to avoid errors in the shape and precision 

of the various materials (especially the three-dimensional materials), the logo 

must be produced and used in strict accordance with the specifications of the image 

to maintain the brand's visual image.

If you need to zoom in and out during use, please zoom in and out according to the 

numerical values in this figure. In the case of conditional use of electronic 

files, you should use the electronic file attached to this manual to zoom in.

ロゴの組み合わせ仕様は、ブランドイメージの形成とLIZDブランドの文化的資産の作成のコ

アであり、ビジュアルアイデンティティシステムの主要なコアコンポーネントでもあり、

LIZDデザインプロジェクトへの応用は非常に広範囲です。 LIZDイメージの権限と整合性を確

保するために、特別な仕様設計要件を使用中に誤用してはならず、ブランドに悪影響を与え

てはなりません。 さまざまな素材（特に3次元素材）の形状と精度のエラーを回避するには

、ブランドの視覚的イメージを維持するために、イメージの仕様に厳密に従ってロゴを作成

して使用する必要があります。

使用中にズームインおよびズームアウトする必要がある場合は、この図の数値に従ってズー

ムインおよびズームアウトしてください。電子ファイルを条件付きで使用する場合は、この

マニュアルに添付されている電子ファイルを使用してズームインしてください。
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Note:A is base unit of measure

A-04

Standard Logo - Square Coordinates 
Drafting

If you need to zoom in and out during use, please zoom in and out according to the 

numerical values in this figure. In the case of conditional use of electronic 

files, you should use the electronic file attached to this manual to zoom in.

使用中にズームインおよびズームアウトする必要がある場合は、この図の数値に従ってズー

ムインおよびズームアウトしてください。電子ファイルを条件付きで使用する場合は、この

マニュアルに添付されている電子ファイルを使用してズームインしてください。
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4A

4A

4A

Non editable range

Non editable range

Non editable range

Non editable range

If you need to zoom in and out during use, please zoom in and out according to the 

numerical values in this figure. In the case of conditional use of electronic 

files, you should use the electronic file attached to this manual to zoom in.

使用中にズームインおよびズームアウトする必要がある場合は、この図の数値に従ってズー

ムインおよびズームアウトしてください。電子ファイルを条件付きで使用する場合は、この

マニュアルに添付されている電子ファイルを使用してズームインしてください。

A-05

Standard identification - minimum 
protection area

If you need to zoom in and out during use, please zoom in and out according to the 

numerical values in this figure. In the case of conditional use of electronic 

files, you should use the electronic file attached to this manual to zoom in.

使用中にズームインおよびズームアウトする必要がある場合は、この図の数値に従ってズー

ムインおよびズームアウトしてください。電子ファイルを条件付きで使用する場合は、この

マニュアルに添付されている電子ファイルを使用してズームインしてください。
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If you need to zoom in and out during use, please zoom in and out according to the 

numerical values in this figure. In the case of conditional use of electronic 

files, you should use the electronic file attached to this manual to zoom in.

使用中にズームインおよびズームアウトする必要がある場合は、この図の数値に従ってズー

ムインおよびズームアウトしてください。電子ファイルを条件付きで使用する場合は、この

マニュアルに添付されている電子ファイルを使用してズームインしてください。

A-06

Brand logo
Brand logo ink draft is the core of shaping brand image and creating LIZD brand 

cultural assets. It is also the main core component of visual identity system. Its 

application in LIZD design project is very wide. In order to ensure the authority 

and integrity of the LIZD image, the special specification design requirements must 

not be misused during use and have a negative impact on the brand. In order to avoid 

errors in the shape and precision of the various materials (especially the 

three-dimensional materials), the logo must be produced and used in strict 

accordance with the specifications of the image to maintain the brand's visual 

image.

ブランドロゴインクドラフトは、ブランドイメージの形成とLIZDブランド文化資産の作成

のコアであり、ビジュアルアイデンティティシステムの主要なコアコンポーネントでもあ

ります。 LIZDイメージの権限と整合性を確保するために、特別な仕様設計要件を使用中に

誤用してはならず、ブランドに悪影響を与えてはなりません。 さまざまな素材（特に3次

元素材）の形状と精度のエラーを回避するには、ブランドの視覚的イメージを維持するた

めに、イメージの仕様に厳密に従ってロゴを作成して使用する必要があります。
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A-07

Brand logo and brand positioning 
language Slogan

The shape of the logo recognition is the only form that can be used at any time. 

The modeling data, proportional relationship and combination structure of the logo 

are strictly adjusted. The manual is strictly implemented in accordance with the 

manual. No adjustments or changes can be made to maintain the unified brand image.

ロゴ認識の形状は、いつでも使用できる唯一の形式です。ロゴのモデリングデータ、比例関

係、および組み合わせ構造は厳密に調整されています。マニュアルは、マニュアルに従って

厳密に実装されています。統一されたブランドイメージを維持するための調整や変更はでき

ません。
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DREAM HOME
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DREAM 
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REACH YOUR 
DREAM HOME A-08

Positioning language standard 
drawing specification

The shape of the logo recognition is the only form that can be used at 

any time. The modeling data, proportional relationship and combination 

structure of the logo are strictly adjusted. The manual is strictly 

implemented in accordance with the manual. No adjustments or changes can 

be made to maintain the unified brand image.

ロゴ認識の形状は、いつでも使用できる唯一の形式です。ロゴのモデリングデー

タ、比例関係、および組み合わせ構造は厳密に調整されています。マニュアルは

、マニュアルに従って厳密に実装されています。統一されたブランドイメージを

維持するための調整や変更はできません。



A
BASIC SYSTEM

A-09

Auxiliary graphics specification

Brand-assisted graphics enhance the overall identity of the logo and brand, and aid 

the logo to convey a visual identity. In the application section, the auxiliary 

graphics components make the overall image visually continuable.

The LIZD brand-assisted graphics have the characteristics of simplicity and 

modernity. It is recommended to use a small amount of space and gift development. 

It is not recommended for use with other materials and should not be used excessive-

ly.

ブランド支援グラフィックは、ロゴとブランドの全体的なアイデンティティを強化し、ロゴ

が視覚的なアイデンティティを伝えるのを助けます。 アプリケーションセクションでは、補

助グラフィックコンポーネントにより、画像全体が視覚的に継続可能になります。

LIZDブランド支援グラフィックスは、シンプルさとモダンさの特徴を備えているため、少量

のスペースとギフト開発を使用することをお勧めします。 他の素材との使用はお勧めできま

せん。過度に使用しないでください。
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PANTON: 714C

CMYK: C0 M45 Y62 K0

RGB:R254 G170 B96

PANTON: Neutral Balck C

CMYK: C083 M78 Y76 K59

RGB:R34 G34 B34

CMYK: C0 M33 Y42 K0

RGB:R247 G190 B147

CMYK: C65 M40 Y0 K0

RGB:R98 G137 B198

CMYK: C43 M75 Y100 K6

RGB:R157 G85 B36

CMYK: C96 M86 Y86 K54

RGB:R8 G31 B45

A-10

Standard color and auxiliary color

The logo color is an important factor that symbolizes the brand spirit of LIZD. It 

creates a strong impression through visual communication and achieves the role of 

color in visual recognition. The brand's exclusive color system is set to 

effectively assist the formation of LIZD brand image differentiation and individu-

alization. With the unity of color vision, the LIZD brand image is strengthened, 

and the dissemination effect of comprehensive diffusion and unified image recogni-

tion is exerted.

In different application supplies, please use according to the specified color.

ブランド支援グラフィックは、ロゴとブランドの全体的なアイデンティティを強化し、ロゴ

が視覚的なアイデンティティを伝えるのを助けます。 アプリケーションセクションでは、補

助グラフィックコンポーネントにより、画像全体が視覚的に継続可能になります。

LIZDブランド支援グラフィックスは、シンプルさとモダンさの特徴を備えているため、少量

のスペースとギフト開発を使用することをお勧めします。 他の素材との使用はお勧めできま

せん。過度に使用しないでください。
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PANTON: 714C

CMYK: C0 M45 Y62 K0

RGB:R254 G170 B96

PANTON: Neutral Balck C

CMYK: C083 M78 Y76 K59

RGB:R34 G34 B34

PANTON: 447 C

CMYK: C78 M71 Y73 K42

RGB:R55 G58 B54

CMYK: C0 M33 Y42 K0

RGB:R247 G190 B147

A-11

Standard color background 
application specification

The logo color is an important factor that symbolizes the brand spirit of LIZD. It 

creates a strong impression through visual communication and achieves the role of 

color in visual recognition. The brand's exclusive color system is set to 

effectively assist the formation of LIZD brand image differentiation and individu-

alization. With the unity of color vision, the LIZD brand image is strengthened, 

and the dissemination effect of comprehensive diffusion and unified image recogni-

tion is exerted.

ロゴの色は、LIZDのブランド精神を象徴する重要な要素であり、視覚的なコミュニケーショ

ンを通じて強い印象を与え、視覚認識における色の役割を果たします。 ブランドの排他的な

カラーシステムは、LIZDブランドイメージの差別化と個別化の形成を効果的に支援するよう

に設定されています。

異なるアプリケーション用品では、指定された色に従って使用してください。
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A-12

Graphic and enterprise English full 

name specification

Graphics and corporate English full name use should retain a minimum space to 

ensure the integrity of the English full name mark, in order to ensure that the 

English full name is clear and prominent, must not be crowded with graphics or 

drawings.

The English full name must be left in proportion to the space specified in the 

illustration on this page, strictly ensuring correct dissemination.

グラフィックと企業の英語のフルネームの使用は、英語のフルネームが明確で目立つように

、グラフィックや図面で混雑しないように、英語のフルネームマークの整合性を確保するた

めに最小限のスペースを保持する必要があります。

英語のフルネームは、このページの図で指定されたスペースに比例して残さなければなりま

せん。これは、正確な普及を厳密に保証するためです。
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ABCDEABCDEKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(&$1234567890,. :%/!?)

Geometr212 BkCn BT(Book)

ABCDEABCDEKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(&$1234567890,. :%/!?)

Geometr212 BkCn BT(Heavy)

ABCDEABCDEKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(&$1234567890,.:%/!?)

Noto Sans S Japanese

Thin Light Bold Black

A

A-13

Typographic font specification

The brand feel of LIZD is fashion, art and simplicity. We will be integrated into 

the font selection, and choose the following brand standard fonts. The character 

and temperament of the fonts are very close to the LIZD brand temperament, with a 

sense of aesthetics and recognition. The selected fonts are used to embody the 

commonality of pursuing the essence of excellence, to shape the brand's philosophy 

and brand culture.

In commercial use, you need to purchase font copyright to use, it should be 

recommended to purchase according to commercial needs, so as not to attract 

copyright disputes.

LIZDのブランド感は、ファッション、アート、シンプルさです。 フォントの選択に統合され

、次のブランド標準フォントを選択しますフォントの文字と気質は、美学と認識の感覚で、

LIZDブランドの気質に非常に近いです。 選択されたフォントは、卓越性の本質を追求する共

通性を具現化し、ブランドの哲学とブランド文化を形作るために使用されます。

商用で使用する場合は、使用するフォントの著作権を購入する必要があります。著作権の争

議を招かないように、商用のニーズに応じて購入することをお勧めします。
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A-14

Picture style selection specification

The principle of picture capture style shown on this page helps to select the 

picture so that the picture can truly reflect the brand's image and values.

Scene image shooting needs to be clear, natural, saturated, bright, pay attention 

to the color of the brand, should choose a good color atmosphere to shoot. Scene 

images are not recommended for too many people, only a small number of people who 

respond to the space environment are allowed to appear.

このページに示されている画像キャプチャスタイルの原則は、画像がブランドの画像と価値

を本当に反映できるように画像を選択するのに役立ちます。

シーン画像の撮影は、ブランドの色に注意を払い、鮮明で自然、飽和、明るくする必要があ

り、撮影するのに良い色の雰囲気を選択する必要があります。 シーン画像はあまりにも多く

の人にはお勧めできません。宇宙環境に反応する少数の人だけが登場することを許可されま

す。


