
宝牧舎株式会社 有限会社まるみや 株式会社まんてん

株式会社コ・メディカル 株式会社GNE フィールドワークス

FKGコーポレーション 株式会社かんべ笑会 cosmopolite

Step

4
デザイナーに想いを伝える

プレゼン会

プレゼンテーションデザイン講座に参加した9社が、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に向けてプレゼンテーションを
実施しました。

12 18 金

デザイナーに想いを伝えよう！
プレゼン会
日時：令和2年12月18日（金）13時00分～16時50分
参加者数：45名（申込数50名）
対象：デザイナー
プレゼン企業：9社
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「ぐいパン」を一緒に広げていける仕組みを考えて
実施するプロデューサー的な役割が可能な方。「ぐ
いパン」に限らず、企画制作や新規開拓など仕事
を一緒に作っていける仲間。

「ぐいパン」を一人でも多くの子どもたちにはいてもらう仕組みをデ
ザイナーと作っていきたいと思い参加。 かんべに会えば、笑いあり。広告代理店出身で

コピーライターと企画制作を主として活動、か
んべ笑会を独立開業した。
並行してモノづくりにとり組み、手ぬぐいパン
ツ「ぐいパン」を企画販売。和ざらし綿の日本
手ぬぐい100％で仕立てたパンツ。日本手ぬぐ
いは、肌ざわりがよく肌にやさしく、通気性が
よいため蒸れにくい。また洗濯してもすぐに乾
くため、こどものトイレトレーニングなどにも
活用できる。この手ぬぐいのよさを生かし、こ
どもにもおとなにもやさしいパンツ「ぐいパン」
を広めるため活動中。
KIDS DESIGN AWARD2020、GOOD 
DESIGN AWARD2020 等受賞歴多数。

代表者：代表取締役　神戸 海知代
所在地：福岡県福岡市中央区渡辺通2-4-8-5F
創　業：平成28年（2016年）1月
会社HP： http://canbe-shokai.com/
ぐいパンHP： https://www.guipan.jp/

「Adsite」販売に際し、「商品を通じてお客様を感動させたい」「自
社ならではの価値を見つけることが必要」と感じているものの、明確
にできていない。商品のブランドづくり、パッケージ、プロダクト、
webサイトなど、どうしていいかわからない状態。対外的な発信をサ
ポート頂けるデザイナーと出逢いたいと参加。

循環型社会の実現へ向け、「燃やされて不要と
なった灰を、土や水の浄化ができる材料として
再生できる」というビジネスモデルを創出。そ
の中で、廃棄物とされる燃焼灰を原料と捉え、
食糧危機や作物、土環境、水環境、空気環境
などの課題解決を行いたいと、社内ベンチャー
を立ち上げる。
農業を行う際の過剰肥料や農薬を削減し、土
壌の微生物や細菌叢の力を発揮させ、地力向
上を図る農場用土壌改良材「Adsite（アドサ
イト）」を開発。
・アグリテックグランプリ 企業賞
・フクオカベンチャーマーケット マンスリー賞

代表者：代表取締役　福岡  大造
プレゼン者：奴留湯 誉幸
所在地：熊本県八代市千丁町古閑出262
創　業：昭和50年（1975年）
ＵＲＬ： http://www.fukuoka-gouzai.co.jp/

超音波検査は、技師のスキルにより結果が左右されることから、本
来の性能よりも信頼・信用・活用度合いが低くなっている。そのため、
装置や教育に投資がなされず、技師のスキルも上がりづらいという
悪循環になっている。そこで、超音波を通じたより良い医療の提供に
向け、超音波検査のブランド力をアップする方法をデザイナーと一緒
に考えたいと参加。

代表の島ノ江氏は学生の頃から超音波が大好
きな “超音波バカ”の一人。超音波メーカーに
25年勤めた後「患者さんに貢献できることし
たい」とコ・メディカルを創立。
病院での画像診断の一つである超音波検査の
領域で、チーム医療の質と効率UPに資する様、
関係する各学会と連動して、講習会や超音波
マネジメントを提案、実施。
超音波検査は、臓器の動きを簡単にリアルタイ
ムで表示でき、がんなどの描出能力は、CTや
MRIに負けない場合もある。また、被爆が無く、
薬を体内に入れる必要もなく非常に安全な検
査である。
この超音波検査の強みや有効性をより多くの
医師に信頼・信用・活用してもらえる様日夜活
動中。

代表者：島ノ江  信芳
所在地：佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝311-1  A201
創　業：平成17年（2005年）

社会の環境・構造変化により、人々の旅行や観光の志向と形態も世
界規模で変化すると考えられる中、掲げた理念や使命に基づき、ビ
ジネスプロセス上のお客様との接点（コミュニケーション）を、一貫
性をもってデザインしたい、そのサポートをして頂けるデザイナーと
出逢いたいと参加。

20年以上にわたり、自動車業界で製品・技術
開発に携わり、世界各国で国際的な開発プロ
ジェクトを管理推進。自身も自由に旅するこ
とが好きで、これまで40か国を訪問。その経
験を通じ、異文化交流に貢献していきたいと
設立。
主に訪日外国人旅行・観光分野の通訳ガイド
（ツアーガイド）、プライベートツアーを手掛け
る。現在、コロナ禍で雲散霧消した訪日外国人
旅行市場のリセット後を狙い、休止状態の
「INAKAdventure 田舎の旅」事業のリスタート
の段階。

代表者：古閑  泰俊
所在地：福岡県福岡市西区今宿3-12-36
創　業：平成25年（2013年）
ＵＲＬ： http://www.cosmopolite.jp/

求めるデザインパートナー

イニシアティブをとってくれる方。感動を与える商品
ブランドづくりに一緒に携わって頂ける方。私たち
の想いをお客さんにつないでくれるデザイナーさ
ん！ 熱い想いで一緒にやりましょう！

求めるデザインパートナー

超音波検査の強みを理解し、正確に発信できる
仕組みを一緒に作っていける方。医師・技師が楽
しく生き生きと超音波検査が出来るシステムを一
緒に作っていける方。

求めるデザインパートナー

INAKAdventureのブランディングを行うため、課
題の認識・設定から関わり戦略策定も一緒に考え
られるパートナー。顧客とのコミュニケーションは
英語のため、出来れば英語に対応できる方。

求めるデザインパートナー

FKGコーポレーション・株式会社福岡建設合材

株式会社かんべ笑会

cosmopolite

株式会社コ・メディカル
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社名には、「全ては現場に出かけてみなければ
分からない、何事もまず現場から」と言う意味
を込めている。コンセプトは「企業と専門家の
ハブ、潤滑油」。
代表の古家氏は、昭和19年創業のものづくり
が好きな父が承継した寝具メーカーの息子とし
て生まれ、当該メーカーがアイデアを権利化し
ていたことで苦難を乗り越えた経験から、知
的財産の重要性を再認識。弁理士を目指して
学び、現在は知的財産を企業の価値向上に繋
げられる様、様々な特許事務所と連携し、企
業が自社の大切な財産である知的資産を有効
活用出来る様、知財コンサルティング業務を展
開。熊本市を中心に口コミを通じて年間700 
件の新事業に関する相談を受け、2020年度
から受託した熊本県の知財総合支援窓口では
1700件の相談を受けている。

代表者：代表取締役　古家  達也
所在地：熊本県熊本市中央区上通町5-1-4F yard内
創　業：平成24年（2012年）
ＵＲＬ：無し（今回制作を希望）　

8
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大分県産食材を主にした弁当、惣菜、オードブ
ル等の製造・販売を手がけ、大分市内のデパー
ト等へも商品を展開。だし、調味料にもこだ
わっており、FIFAワールドカップ、別府大分マ
ラソン等各種大会への納入実績多数。大分県
産野菜の自社栽培に取り組む等地産地消活動
も推進。近年ではジビエ商品の開発にも挑戦
している。

代表者：代表取締役社長　原田  政直
所在地：本社工場/大分県大分市新川2-1-3
創　業：昭和6年（1931年）
ＵＲＬ： https://www.marumiyabentou.com/

5
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「人類の未来につながる価値を創造する」こと
を事業展開の原点とし、通信基地局の開設か
ら事業をスタート。
現在は、会計士や行政書士らで構成する専任
チームによる「省エネ補助金活用コンサルティ
ング」事業を主軸に企業の脱炭素化を推進。
省エネ補助制度等に関する情報提供、活用サ
ポートもあわせて行い、お客様に最適なソ
リューションを提供している。
Best Venture100に5年連続選出

代表者：代表取締役　小野  博人
プレゼン者：福岡支店　中馬  慶太
所在地：福岡県福岡市早良区南庄6-9-3
創　業：平成17年（2005年）12月
ＵＲＬ： https://gne.co.jp/　
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約10年前に鹿児島の離島である口永良部島へ
移住。畜産未経験の中、「島に仕事をつくる。」
を目標に一般社団法人を立ち上げ事業を行い
ながら牛飼いを始めた代表が、生涯牛舎で育
てられ、質の良い仔牛を産むことが出来なくな
ると廃用母牛と呼ばれ低い価格で取引される
ことになる繁殖経営手法に疑問をもち「牛の
幸せとは何か?」を模索。
ボーダレス・ジャパングループが主催するボー
ダレスアカデミー受講を経て、大分にて起業。
廃用母牛の自然放牧、自然交配した仔牛販売
等による、「家畜の健康に配慮し、生涯を全う
した牛肉」の販売に取り組む。

代表者：山地  竜馬
所在地：大分県別府市東山浦野2470番地１
創　業：令和元年（2019年）
ＵＲＬ： https://houbokusha.jp/concept

コードを書くなど実際のwebを製作する部隊は別
にネットワークがあるため、今回はホームページの
骨子を当社社員も含めて一緒に考えて頂ける、ディ
レクションが出来る方と出逢いたい。

当初は口コミの範囲で企業支援ができればと考えていたものの、知
的財産の重要性を柔らかく、わかりやすく発信することで企業の価
値向上に繋げて頂きたいという想いから、まずは３か月以内を目途
にホームページの整備を希望。
ホームページ製作は過去も挑戦したことがあったものの、自社の何
をどの様に伝えればいいのかまとまらず、断念したことがある。

これまでは省エネ補助金制度の活用サポートを主軸とするビジネス
モデルを展開してきたが、それだけでは、脱炭素化（省エネ・創エネ）
は立ち行かなくなってきている。デザインを活用した新たなビジネス
モデルを構築することで、脱炭素化を推進していきたいと参加。

これまでは商品毎、イベント毎に社長とデザイナーが打ち合わせを
行い、その結果を現場に共有することを繰り返していた。現在は競
合が増え、それだけでは生き残っていくことは難しい状況。社名が
書かれていなくても、「これはまるみやの商品だ」とお客様に感じて
頂けるような商品開発、ブランディングに取り組みたいと考え参加を
決意。

牛を消費する畜産ではなく、牛の幸せを考えた畜産にリ・デザイン
し、より多くの方にそれを伝えたいと考えたため。

取り組んできたビジネスモデルにデザインで新しい
価値を提供してくれる方。もしくは、新しいビジネ
スモデルを一緒に作っていける方。

社長のみではなく従業員とも一緒になってまるみや
らしさを考えることが出来、商品開発や販路拡大
までサポートして頂ける、コミュニケーション能力
が高い方。

宝牧舎の想いに共感し、前向きに関わって頂ける
デザイナー。

株式会社GNE

フィールドワークス

宝牧舎株式会社

有限会社まるみや

求めるデザインパートナー

求めるデザインパートナー

求めるデザインパートナー

求めるデザインパートナー

If I have seen further it is
by standing on the shoulders of Giants.

先人の叡智に新たな知見を重ね、

次の世代の礎となる
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ワークショップ参加企業の中から、
「デザイン経営」に関心ある企業として

掲載を希望された企業11社をご紹介しています。

企業で漢方薬研究をしていた現社長が、生薬
の一つでもある胡麻の栄養価、機能性、美味し
さ、文化に着目し、人の健康を支えたいという
想いから、雑穀（ごま、大豆等）を原料とする
加工食品製造販売を中核事業として設立。
すりごまやごま油はモンドセレクション金賞を
例年受賞しており、国内外で高い評価を得てい
る。近年では、佐賀鍋島藩で江戸時代より続
いていたものの継承が途絶えていた「鍋島小
紋（胡麻柄小紋）」の復元を機に、そのモチー
フ（図柄）のもととなった「ごま」を大学、関
係機関、近隣農家と連携し地元佐賀で栽培し、
復活させる取り組みを実施。
2020年度経済産業省地域未来牽引企業選定。

代表者：代表取締役社長　髙尾  秀樹
所在地：本社・工場/佐賀県佐賀市鍋島町森田964番地2号
創　業：2001年3月
ＵＲＬ： http://www.manten-jp.com/

創業当初からブランディングの重要性は認識しており外部デザイナー
と取り組んできたものの、デザイナーの転居等で連携が難しくなり、
新商品もその場しのぎの対応になっている。時代が変わろうとしてい
るこの機に、新しいまんてんを一緒に創ってもらえるデザイナーと出
逢いたいと考え参加。

単発のパッケージ製作依頼、等では無く、当社の
取り組みに共感頂き、今後のまんてんの在り方を
共に考え、新商品企画、販路拡大等伴走頂ける方。

求めるデザインパートナー

株式会社まんてん

（紹介している企業について、当局が保証をするものではございませんことご留意下さい）

ユー・エス・ビー株式会社　中嶋  昭仁
〒862-0970  熊本県熊本市中央区渡鹿1-16-37-602

Tel. 096-372-6242　E-mail.  usb.nakashima@gmail.com

メイワ医科工業株式会社　代表取締役  時村  友一郎
〒891-0132  鹿児島県鹿児島市七ツ島1-4-8

Tel. 099-261-1123　E-mail.  so-mu-2@meiwaika.com

時代にそった最適化

有限会社 藏原印刷　代表取締役  藏原  宏行
〒880-0904  宮崎県宮崎市中村東2-9-15

Tel. 0985-51-3456　E-mail.  info@kurapri.com

街の情報屋

カシャッと舎　 萩  康博
〒800-0064  福岡県北九州市門司区松原1-1-13-2F
Tel. 093-382-3339　E-mail.  info@camekiti.net

田舎には田舎の戦い方がある。

IN THE STORY株式会社　代表取締役  中村  美佳
〒822-0017  福岡県直方市殿町2-8

Tel. 0949-52-6980　E-mail.  info@in-the-story.co.jp

Web新事業のエキスパート

地域に必要とされる企業になろう

株式会社ひなもり銘木　丸野  泰宏
〒886-0005  宮崎県小林市南西方2101-1

Tel. 098-423-5051　E-mail.  shop@hinamori.com

メンテナンスは、これまで通りに
欲しいデザインと言われる自社製品へ

経営者意識の高いチームを構築し、
200年続く経営基盤を構築する。

倫理観に基づく深い知識と優れた技術で
安心と信頼を提供する企業として社会に貢献する

ビズ・コレジオ株式会社　代表取締役  津上  正晃
〒803-0811  福岡県北九州市小倉北区大門1-5-1

Tel. 093-583-9510　E-mail.  tsu.msk@gmail.com

常に本物であること

橋本醤油株式会社　代表取締役社長  橋本  泰高
〒861-5535  熊本県熊本市北区貢町780-7

Tel. 096-288-0811　E-mail.  y.hashimoto@hashimoto-shoyu.com

幸せの気づき方

株式会社 高山活版社　代表取締役  高山  英一郎
〒870-0943  大分県大分市片島尻込301-1

Tel. 097-568-8227　E-mail.  eiichiro@printcom.co.jp

さがのぎ　代表  江島  政樹
〒840-2212  佐賀県佐賀市川副町犬井道1177-4

Tel. 0952-47-6966　E-mail.  masa5054ch@gmail.com

株式会社リペアサービス　代表取締役  富田  訓司
〒001-0021  北海道札幌市北区北二十一条西五丁目2-20-401

Tel. 011-700-0085　E-mail.  tomita@repair-service.jp

もっともっと社会に貢献し、成果を提供し、必要とされる
存在となり、100年続く会社を目指します。その為に社員の
優しさの育成と、成長する意欲の醸成に努めます。

42 43


	H1_H4プロセス
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