
HONOKA HAMANO

contact

浜野　穂花 / ハマノ　ホノカ

usa
+1(206)669-3118

skype id
honoka.hamano

honoka.hamano@gmail.com

www.htwo-design.com

www.linkedin.com/in/
honoka

akami5-7-b604, urayasu, 
chiba, japan 279-0014

1405 southwood plantation 
rd #4308 tallahassee 
florida 32311 usa

florida state university  - Tallahassee, Florida
Bachelor of Arts in Advertising, Minor in Computer Science (GPA: 3.9/4.0)

green river college  - Auburn, Washington
Associate of Arts in Liberal Arts

reitaku high school,  international leadership course
- Urayasu, Chiba

2016/12

2013/12

skills
adobe illustrator

adobe photoshop

adobe indesign

adobe premiere pro

adobe after effects

html/css/javascript

wordpress

java

uxpin

sketch

lightwave layout/object 

sketchup

languages
japanese

english

diverse computing,  inc.  - Tallahassee, Florida
user interface designer 

Design user interfaces for software products used by over 10 million public safety 
personnel nationwide in a production team with engineers and project managers

Rebrand and redesign existing UI for better user experience by conducting color 
analysis and behavioral research

Travel to different states for client meetings to determine project scope and provide 
solutions in a presentation and feedback setting for producing better user 
design/experience

Develop new design concepts, graphics and layouts for marketing and advertising 
materials and craft over 120 different brochures, 20 posters, and 15 banners for 
corporate distribution at tradeshows throughout the United States

2017/5-
present

h2design  - Tallahassee, Florida
freelance designer

Work on over 50 graphic design projects for clients across the United States as well 
as in Japan which include: logos, websites, magazine ads, posters, business set, social 
media graphics and T-shirts

Work with clients from idea development stage to final product to iterate and improve 
designs while staying within budget and time constraints

Collaborate with diverse clients including law firms, medical clinics, retail, restaurants, 
education, artists, and non-profits

2016/8-
present

2016/10 
- 

2018/02

the center for advanced power systems (caps)
- Tallahassee, Florida
ui/ux design research assistant and graphic designer

Worked with engineers, researchers, and account executives to develop a mobile app 
for Tallahassee’s urban mobility management that would be used by over 190,000 
residents

Spent 4 months experimenting user behavior to research on the correlation between 
user experience and interpretation of interface alongside university professors

Produced design concepts, branding, print graphics, and infographics

education

work experience

date of birth:  10/12/1993   sex:  female

2012/3



2017/1  
- 

2017/4

2017/1  
- 

2017/4

2016/10 
- 

2016/12

work experience

florida-japan linkage institute award

This scholarship award was given to academically outstanding Japanese students for 
the promotion of educational, cultural, economic and policy relations between Florida 
and Japan

2015/6 
- 

2016/12

patricia sibley endowed scholarship in mass communication

This scholarship award was awarded to highly selected students who demonstrate a strong 
interest in a career in advertising, or public relations with an outstanding portfolio of work

the state of florida undergraduate tuition waiver award

This out-of-state tuition waiver was given to deserving undergraduate international 
students who have remarkable academic status

1st prize for the international program art contest at 
green river college

The logo and web banner I designed were selected as Green River College’s 
International Program’s symbols, which contributed to the promotion of the program

2015/6 
- 

2016/12

2015/10

honors & awards

2012/9

2014 /4 
- 

2014 /5

app innovators  - Tallahassee, Florida
graphic/ui design intern

Created over 15 graphics and layouts for print/digital advertisements, product 
illustrations, and company logos for clients

Developed creative ideas of user interface design for 5 clients’ websites and mobile 
apps to maximize user experience 

Collaborated with product management and engineers to define and implement 
innovative solutions for the product direction, visuals and experience

the pod advertising  - Tallahassee, Florida
graphic design intern

Designed rough layouts of art and copy for over 15 print/digital advertisements 
considering arrangement, size, type size and style, and related aesthetic concepts 

Managed agency’s social media alongside copywriting team in order to develop 
strategy and hook our audience as well as their marketing videos

sofitU  - Tallahassee, Florida
graphic design intern

Conducted primary and secondary user research and evaluated feedback to improve 
interface design of sofitU, a fitness and sports meetup app

Used research to design the most effective visual elements such as color, font style, 
alignment, and icons

Handled a budget to create marketing and advertising graphics and materials to 
promote the company’s services

walt disney attractions japan  - Urayasu, Chiba
administrative assistant

Organized an ecology fair with an administrative team to increase the awareness of 
Disney’s “Environmentality” initiative

Designed posters, props, layouts, and fliers for the fair in a timely manner

Translated and Subtitled a short film about Disney’s "Enviromentality" initiative
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www.linkedin.com/in/
honoka
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skills
adobe illustrator

adobe photoshop

adobe indesign

adobe premiere pro

adobe after effects
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wordpress
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uxpin

sketch

lightwave layout/object 

sketchup
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japanese

english



HONOKA HAMANO
浜野　穂花 / ハマノ　ホノカ

フロリダ州立大学 - アメリカ合衆国, タラハシー
広告学専攻 / コンピューターサイエンス副専攻 学士号取得 (gpa:  3 .9/4.0 )

グリーンリバー大学 - アメリカ合衆国, ワシントン州, オーバーン
リベラルアーツ専攻 準学士号取得

麗澤高等学校 インターナショナルリーダーシップコース- 千葉県, 柏市

2016/12

2013/12

diverse computing,  inc.  -  アメリカ合衆国, フロリダ州, タラハシー
UI/グラフィックデザイナー
1000万人以上のユーザーが存在するWebアプリケーションのインターフェースのデザインを指揮・監督
し、プロジェクトマネージャー・エンジニアと共にチームでコンセプトメイクから製品開発までを行う

UXPinやSketchなどのユーザーインターフェイス(UI)デザインツールを使い、画面のレイアウト、配置、
配色、フォント、ロゴ、アイコン全てを製作し、製品コンセプトをビジュアル・具体化させモックアップ（製
品模型）をつくりクライアント（主に法執行機関）にプレゼンする

広告やマーケティングに使用される120種類以上のパンフレット、ポスター、バナー、自社のブランドグッ
ズなどを発案・デザイン・制作する

自社のソフトウェアの使い方や特徴的な機能をインターフェースを見せながらわかりやすく説明した
動画の制作をする

2017/5
-現在

H2design - アメリカ合衆国, フロリダ州, タラハシー
グラフィック・Webフリーランスデザイナー
フリーランスデザイナーとして州内外、国内外のクライアントから50件以上のグラフィックデザインプロ
ジェクトを担当し、現地またはオンラインでの会議を通してフィードバックを元に顧客の持つイメージに
合ったデザインを提供する

プロジェクト内容はロゴ、Webサイト、雑誌の広告・ポスター、名刺、ソーシャルメディアの記事のデザイン
などビジネスのブランディングや広告制作など様々なものがあり、弁護士、医療系、コンサルタント、小売
業者、飲食店、教師、ダンサー、写真家、など幅広い分野のクライアントを持つ

2016/8
-現在

2016/10 
- 

2018/02

the center for advanced power systems
-  アメリカ合衆国, フロリダ州, タラハシー
UI/UXデザインリサーチアシスタント/グラフィックデザイナー
Internet of Things(IoT)を利用した、フロリダ州・タラハシーにおける交通施策(モビリティ・マネジメント)用
アプリ開発をエンジニア、マーケティングリサーチャーと協力して行う

アプリのユーザーに対して４ヶ月間かけてアンケート調査を行いユーザーインターフェースとユーザー
レスポンスの影響性についてリサーチする

リサーチセンターCAPSのブランディングに必要なロゴ制作、出版する本や資料のデザインを行う

education

work experience

生年月日: 1993/10/12 性別: 女 

2012/3

contact
アメリカ用携帯：
+1(206)669-3118

skype id:
honoka.hamano

honoka.hamano@gmail.com

www.htwo-design.com

www.linkedin.com/in/
honoka

国内住所：
〒279-0014
千葉県浦安市明海5-7-b604

現住所：
1405 southwood plantation 
rd #4308 tallahassee 
florida 32311 usa

skills
adobe illustrator

adobe photoshop

adobe indesign

adobe premiere pro

adobe after effects

html/css/javascript

wordpress

java

uxpin

sketch

lightwave layout/object 

sketchup

languages
日本語

英語



app innovators - アメリカ合衆国, フロリダ州, タラハシー
UI/グラフィックデザインインターン
自社及びクライアントの依頼する５つほどのモバイルアプリケーション・ウェブサイトのUIデザインを行う

ロゴデザイン、雑誌やオンラインマーケティングに使用される広告デザインなど、１５件ほどの顧客のブ
ランディングとマーケティングに携わる

企画内容やマーケティングコンセプト、ターゲット層などをエンジニアチームと確認し、クライアントへの
プレゼンを行い、デザイン改善に努める

2017/1  
- 

2017/4

the pod advertising - アメリカ合衆国, フロリダ州, タラハシー
UI/グラフィックデザインインターン

クライアントのロゴ、ウェブサイト、名刺などのビジネスセットを１５件ほどデザインする

ディレクター、コピーライターとチームを組み自社のオンラインマーケティングに使用される広告及び 
ポスターなどの紙媒体広告制作をブランドスタイルガイドを元に行う

広告CM動画に使用されるキャラクターやグラフィックのイラストレーションを担当する

2017/1  
- 

2017/4

sofitU - アメリカ合衆国, フロリダ州, タラハシー
UX/グラフィックデザインインターン

自社の開発するアプリケーションのユーザーテストを実施しユーザー体験のフィードバックを得ることで、
インターフェースに一番適した配色、配置、アイコン、フォント、グラフィックをリサーチ・分析する

広報に使用される広告ポスターの制作

2016/10 
- 

2016/12

work experience

フロリダ-日本  l inkage institute  奨学金授与

フロリダと日本間の教育、文化、経済、政治関係を発展させるため、フロリダで学ぶ成績優秀な日本人学生
に送られる

2015/6 
- 

2016/12

フロリダ州立大学 留学生 奨学金授与

州外学費を免除する奨学金が成績優秀の留学生に送られる

2015/6 
- 

2016/12

フロリダ州立大学 patricia  s ibley endowed マスコミュニケーション奨学金授与

School of Communication and Informationの成績優秀者の中からアート・デザイン能力の高い奨学生と
して選ばれる

2015/10

honors & awards

グリーンリバー大学 international program アートコンテスト最優秀賞

グリーンリバー大学のInternational Programのロゴに自分の作品が採用される

2015/10

ウォルト・ディズニーアトラクションズ ジャパン　インターンシップ  -  千葉県, 浦安市

ウォルト・ディズニーの環境保全精神である”エンバイロメンタリティ”の認知を深めるため環境フェアを
開催・広報する

環境フェアのポスター、展示品のデザイン・作成、レイアウトを担当し、また”エンバイロメンタリティ”をテ
ーマにした短編動画の字幕制作も行う

ウォルト・ディズニー カンパニーがカリフォルニア、フロリダで行っている環境保全プロジェクトの調査

2014 /4 
- 

2014 /5

contact
アメリカ用携帯：
+1(206)669-3118

skype id:
honoka.hamano

honoka.hamano@gmail.com

www.htwo-design.com

www.linkedin.com/in/
honoka

国内住所：
〒279-0014
千葉県浦安市明海5-7-b604

現住所：
1405 southwood plantation 
rd #4308 tallahassee 
florida 32311 usa

skills
adobe illustrator

adobe photoshop

adobe indesign

adobe premiere pro

adobe after effects

html/css/javascript

wordpress

java

uxpin

sketch

lightwave layout/object 

sketchup

languages
日本語

英語
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