企業主
事業

金融
機関

1967年福岡生まれ。
大学卒業後、
サントリー(株)
入社。
広報部や宣伝部で大小様々なキャンペーン
に従事。
2003年に退職後、
複数の酒類・食品メー
カーのマーケティング部門を経て、
2019年にコー
ヒー屋台
「megane coﬀee&spirits」
を福岡で
開業。会社員時代に得た数多くの失敗体験と数
少ない成功体験をベースに、
妄想を現実にするブ
ランディングを実践中。

1967年生まれ。大学卒業後、
京都信用金庫に入
社。
支店長を歴任後、
2018年から価値創造本部
長として同金庫の新たな取り組みを全力で推進。
職 員の煌めくアイデアを形にする先導 役として
数々の失敗を乗り越え、
イノベーションの産まれる
環境づくりに取り組む。

チームで「デザイン経営」を体験してみよう！
［ ワークショップ ］
モデレータ

武永 茂久氏

八木田 一世氏

1962年熊本生まれ。デザインがもたらすものは、
「 人の幸
せ」
。それを心得に、
グラフィックを主体としたコミュニケー
ションデザインの立場から企業や店鋪・商品のブランディン
グ、
デザインプロデュースのほか、
デザインを通しての教育、
啓発活動にも従事。特に昨今は、
デザイン経営浸透に向け
た活動を促進中。

1977年生まれ。
高校卒業後、
オレゴン州ポートランドでマー
ケティング・営業・デザインを学び、
帰国後ほぼそのまま起
業。
以来2003年からコンサルとデザイン両面で企業ブラン
ディング、
商品プロデュースに携わる。
人生のテーマが
「美味
しく作って、
楽しく食べる暮らし」
なので食を中心にしたライ
フスタイルデザインが得意分野。

エサキ ヨシノリ氏

神田 橋幸治氏

純日本系＆外資系、
両方の広告代理店営業マンとして各種
企業のコミュニケーション活動をプロデュース。
その後、
200
４年に独立し、
中小企業のブランド力向上を通じて、
自社の
想いをちゃんと伝えられる会社を一社でも多く創りだす為の
コンサル＆セミナー事業、
同時に独立クリエイターを対象に
した営業・プロデュース力アップセミナーを展開中。

銀行で事業金融に、地方自治体でベンチャー支援に夫々
10年超携わった後に独立。官と民、事業と金融、都市と地
方等の隘路を突破する仕組みづくりを目指して活動中。福
岡地域戦略推進協議会シニアコンサルタント、福岡県ベ
ンチャービジネス支援協議会 コーディネーター、Ｑでん
にぎわい創業プロジェクト チーフアドバイザー 等

橋爪 大輔氏

小野 信介氏

武永デザイン事務所 代表／グラフィックデザイナー

情熱の学校 代表&情熱ブランディング・プロデューサー

（株）
ダイスプロジェクト代表取締役CEO／
（株）
ふくしごと代表取締役
「まちをデザインするクリエイティブチーム」
を標榜する
（株）ダ
イスプロジェクト代 表 取 締 役 C EO。場の再生不 動 産 事 業
「ANABA PROJECT」
や九州の生産者とオープンする一日だ
けの企画レストラン「穴バー」など、幅広い事業を通じて
「持続
可能な社会と地域」
の仕組みづくり場づくりに取り組んでいる。

井手 健一郎氏

（株）
リズムデザイン代表取締役／建築家／一級建築士
1978年福岡生まれ。2000年福岡大学工学部建築学科
卒 業 後、渡 欧。帰 国 後、2 0 0 4 年にリズムデザイン設 立
（2016年に株式会社へ改組）。代表的な仕事に、福岡市水
上公園「SHIPʼS GARDEN（シップスガーデン）」、山鹿市
菊鹿ワイナリー「AIR A RIDGE（アイラリッジ）」、福岡県
大濠公園「大濠テラス」などの建築設計がある。

松野 奈帆氏

NAHO DESIGN 代表／プロダクトデザイナー

大阪府生まれ。
大分市在住。
デザイン事務所、
メーカーのイ
ンハウスデザイナーを経て、
2013年NAHO DESIGN設立。
グッドデザイン賞など受賞歴多数。
商品開発などのプロダク
トデザインから、
商品群のブランディングまでの幅広いデザ
イン業務をおこなっています。

SEE℃代 表 ／プロジェッティスタ

ビジネスデザインラボ代表／戦略コンサルタント

オノコボデザイン代表／アートディレクター／コピーライター

地方で一生懸命に頑張っている商店主さんや農家さん、
会
社、
自治体の方々。
実直でアピールが苦手な皆さんの力にな
れる仕事ができて、
とても幸せです。
「デザインで飾る」
ので
はなく、
「デザインを使ってブランディングをする」
という意識
で、
常にクライアントさんと向き合っています。

後藤 エミ氏

クリエイティブディレクター／コピーライター

広告制作会社でコピーライターとしてのキャリアをスタート
し、電通で各種ブランディングに携わった後、
「 クリエイティ
ブの力を企業で活かしたい」とハウステンボスに転職。雨の
日の集客施策やカフェの経営改善プロジェクトなどを主導
する。2018年に独立。受賞 歴はカンヌライオンズ、東 京コ
ピーライターズクラブ新人賞、朝日広告賞など。

江副 直樹氏

ブンボ株式会社 代表取締役／プロデューサー／
クリエイティブディレクター

1997年、
コピーライターを経て、
商品開発と広報計画を柱とす
る事業プロデュースの会社、有限会社ブンボを設立。農業、商
業、
工業、観光、
地域活性など、
多分野の多様なクライアントに
対する、
コンセプト重視の事業戦略提案を行なっている。著書：
地域 デザイン 仕事
（服部滋樹氏らと共著）
／韓国版も出版。

1120

そのままにしてはおかない
日間

講師

氏

megane coﬀee
店主
& spirits

屋台

菅原 武 春

講師

氏

京都信用金庫
価値創造本部常務理事

竹口 尚 樹

1997年、
コピーライターを経て、
商品開発と広報
計画を柱とする事業プロデュースの会社、
有限会
社ブンボを設立。
農業、
商業、
工業、
観光、
地域活
性など、
多分野の多様なクライアントに対する、
コ
ンセプト重視の事業戦略提案を行なっている。
著
書：地域 デザイン 仕事
（服部滋樹氏らと共著）
／韓国版も出版。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夢を現実にするデザイン経営とは？

ファシリテーター

氏

ブンボ株式会社 代表取締役／
プロデューサー／
クリエイティブディレクター

江副 直樹

エー
クリィ
テブ

プロジェクト始動

デザイン経営がみえてくる［ セミナー ］

4

「デザイン経営」
がみえてくるセミナー＆ワークショップ

まずはこの日からスタート

13:00〜

金

参加無料

すべてオンラインでの実施となります。

主 催

経済産業省 九州経済産業局 産業部 サービス産業室
〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号

TEL: 092-482-5511

わからない宣言

lead members

「デザイン経営」、聞いたことはあるけれど、良く分からない。でも今、
もう一度自社について
見つめ直し、
その価値や課題を整理したい。
自社について伝えられるようになりたい。

４日間！

デザイン経営がみえてくる、

【対象】下記をお考えの中・小規模事業者の皆様、支援機関の皆様
1. デザイナーと連携して新たなサービス・事業に取り組みたい

「デザイン経営」わからない宣言〜そのままにはしておかない４日間〜プロジェクトでは、全

2. デザイナーと連携して既存事業の新たな展開を考えたい

４日間のプログラムを通じ、
「デザイン経営」についての学びや、デザイナーとの出逢いをサ

2018年5月に経済産業省・特許庁が発表した「デ

3. 顧客への訴求強化のため、相談出来るデザイナーとの出逢いを求めている

ザイン経営」宣言における
「デザイン」
とは、造形の美

ポートします。

のみを指すのではなく、企業が大切にしている価値、

１ 日目 11 20

「デザイン経営」を知るセミナー
（100 名）

・・・・・・・・

1

それを実現しようとする意志を表現する営みや考え方
自体のことを指します。

金

デザイン経営がみえてくる セミナー
夢を現実にするデザイン経営とは？

ワークショップ
（50 名）

・・・・・・・・・・・・・

2

が進む中で収益向上を図るためには、機能・品質以
外の要素についても価値を創造することが重要です。
未だ気付いていない課題を見出し、その解決策を

lead members

皆様の描いている夢を、デザインで現実にしませんか？ 「デザイン」に関わる
企業、支援機関、
クリエイティブディレクターそれぞれの立場から、描かれた夢
をデザインを通じて、現実にしていかれた過程をお話しします。
自社をデザイナーと掘り下げる

大量生産・消費時代を経て、機能・品質の均質化

日時：11月20日（金）13時00分〜15時00分
定員：100名
対象：企業、デザイナー、支援機関等

わかりやすく、かつ美しく表現する専門家であるデザ
江副直樹氏

竹口尚樹氏

イナーと、企業経営のパートナーとして協働してみら

菅原武春氏

れませんか？

チームで「デザイン経営」を体験してみよう！

顧客視点で経営をサポートしてくれるパートナーデ

ワークショップ

ザイナーと出逢う事で、人材の採用配置、企画、設計、

lead members

調達、製造、流通、広報、販売等、企業の経営全体を
「デザイン経営」
って何？と、
ご不安な方、デザイナーとの協働を、
この機会に体
験してみませんか？ 企業との協働実績が豊富なデザイナーと、企業・支援機
関（金融機関等）の皆様でチームをつくり、少人数でのワークショップを実施し
ます。デザインの考え方や、思考が整理される過程を体験して頂くことで、デザ
インと経営の関係性がより一層理解頂けるまたとない機会です。
日時：11月20日（金）15時00分〜16時30分
定員：50名
対象：企業、支援機関等

２ 日目 12 4

自社の表現力・発注力向上

プレゼン講座
（10 社）

・・・・・・・・・・・・・・

3

金

３ 日目 12 11

フォローアップ

・・・・・・・・・・・

金

金

4

八木田一世氏

エサキヨシノリ氏

事業に取り組みたいと考える中・小規模事業者の皆
井手健一郎氏

後藤エミ氏

松野奈帆氏

様を応援致します。

江副直樹氏

lead member

日時：1回目/12月4日（金）、2回目/12月11日（金）
両日13時00分〜15時30分
定員：10社（1社あたり2名まで）
講師：エサキヨシノリ氏

デザイナーに想いを伝えよう！

エサキヨシノリ氏

セミナー・ワークショップの詳 細及び、申し込 みはこちらから
下記のホームページの応募フォームよりお申し込みください。
●九州経済産業局ホームページ／イベント情報

プレゼン会

自社の価値や情熱を、デザイナーにぶつけてみませんか？ プレゼンテーションデザイン
講座で作成した資料とスキルをもとに、自社の価値や課題を共に歩んでくれるパートナー
候補に向けてプレゼンをします。気軽にたくさんのデザイナーと出会える場を提供します。

企業からのご相談に応じたデザイナーの紹介、デザイナーによる企業への訪問やディスカッショ
ンなど企業とデザイナーの交流をサポートしていきます。
また、デザイン経営に関する企業やデザイナーの情報提供を行います。お気軽にご相談ください。

を向上させる一助となるのではないでしょうか。

橋爪大輔氏

九州経済産業局では、デザイナーと連携して新たな

https://www.kyushu.meti.go.jp/event/index.html
検索⇨

九州経済産業局

イベント情報

お申し込みの際は、下記の点をご了承ください。
・セミナー／ワークショップ 申込締切 11 月 11 日（水）
・参加費無料
・すべての事業をオンライン（Webex）にて開催します。
・申し込みフォームから全日程の申し込みが可能です。

事業終了後も企業とデザイナーをフォローアップ。
企業とデザイナーを繋いでいくための「機会と場」の提供を継続していきます。

※各プログラムは変更させていただく場合がございます。

神田橋幸治氏

プレゼンテーション講座

自社の価値や想い、本当に伝えられていますか？

４ 日目 12 18

武永茂久氏

小野信介氏

“我が社だからこそ”を見つけてみませんか？ 情熱を“見える化”する講師と共
に、自社の価値や課題を整理し、情熱・本質を伝えることができるようになるま
でをサポートする、２週連続、10社限定のプレゼンテーションデザイン講座。

プレゼンテーション
（10 社）

デザインする力が向上し、新たな構想が生まれ、業績

お問い合 わせ先

（事業 受託 先）

西日本新聞社メディアプランニング部

tel.

092-7 1 1-5490

（平日9:30～17:30）

（申し込みフォーム）

