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共働開始事例

●貴社は省エネコンサルティングをメインとした企業と伺いまし
たが、どうしてデザイン経営に関心をもたれたのですか？
　もともとGNEはモバイル基地局の設置をメイン業務とする企業
でした。モバイル通信によって、自由に情報を交換出来る様になっ
たことは人類の転換点だったと考えています。そこに携わってい
た経験から、企業理念を「人類の未来につながる価値を創造す
る」とし、常にお客様のニーズにアンテナを張って事業を成長さ
せる中で、現在最重要課題として取り組まなければならないこと
は脱炭素化（省エネ・創エネ）と考え、省エネコンサルティングが
メインの業態に変化してきました。
　一方で、省エネコンサルティングのみでは脱炭素化を加速化さ
せる事はできません。そこで今一度、自社の強みや課題を整理して、
我が社ならではの脱炭素化に向けた取り組みを創りあげ、良い意
味での変化をしたいと考え、デザイン経営に関心を持ちました。

●今回は２名のデザイナーと、それぞれのアプローチで、新規事
業企画をなさると伺いました。
　そうなんです。デザイナーお二人と個別にお話しをさせて頂き、
お二人とも視点・進め方が異なり、どちらも当社の目指すべき方
向性を可視化・具体化してくれると感じたので、お二人共と連携
をさせて頂きたいと考えました。

●今後の展開としてどういった期待をしておられますか？
　脱炭素化は勿論、それを含めたSDGｓが当社の取り組んでいき
たいテーマです。当社がそのために何が出来るのか、何をお客様
に提供出来るのか、デザイナーお二人との連携を通じてそれを発
見できることを期待しています。

福岡県福岡市中央区薬院1-7-12セルクル薬院403
武永デザイン事務所　武永 茂久

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
しての地方創生、教育、啓発活動にも従事しています。

パートナーデザイナー

デザイナーと連携して
新事業企画に取り組みます！

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
福岡県福岡市早良区南庄6-9-3
https://gne.co.jp/

株式会社GNE

●今回は何故デザイナーとの連携を考えられたのですか？
　学生の頃から超音波が大好きで、超音波の価値や魅力を如何
に伝え、より良い医療のために活用頂けるかずっと試行錯誤して
きましたが、ロジカルな説明だけでは共感を得ることは難しい。
価値や魅力を“見える化”して伝えるプロであるデザイナーと連携
したいと思いプレゼンを行いました。

●デザイナーとお話しされるのは初めて、とのことでしたが、オ
ンラインでのディスカッションは如何でしたか？
　最初はデザイナーとどの様に話をすれば想いが伝わるのか、誤
解を招かないか等悩み、九州経済産業局の担当者と相談しなが
ら話をしました。今まで慣れ親しんできた超音波の業界とは違う
デザイナーの方 と々、お互いが上手くコミュニケーション出来る様、
担当者にアドバイスを頂き、大変助かりました。

●今回垣田さんと連携しようと考えられた決め手はどういったこ
とですか？
　患者さんの気持ちを十分理解して、患者さんの寄りそった事を
一緒にやって頂けると感じたことが、一番の決め手でした。

●今後の取り組みに向けた想いをお聞かせください。
　超音波検査が本来持っている強みが発揮されていない現実が、
あります。医療の中で、他にも同じような事があるのでは、と思い
ます。患者さんが更に良い医療を受ける事が出来るために、今回
の取り組みがブレークスルーの一助になれるように、頑張ってい
きたいと思っています。

福岡県福岡市中央区
垣田健壱郎デザイン事務所　垣田 健壱郎

企業・商品のブランド開発から商品や販売促進ツールデザインまで幅広
く取り組んでいます。

パートナーデザイナー

自身も超音波検査を受けたことが有り、そもそも医療には全ての
人が必ずお世話になるはず。自身を“超音波バカ”と仰る島ノ江さん
と、それほどまでに愛される超音波の価値や魅力の見える化、活用
に向けた可能性調査や仕組みづくりを通じ、より良い医療への貢
献が出来るのであれば光栄と思い手を挙げました。これからコ・メ
ディカルさんと医療へのデザインアプローチを進めていきます。

㈱コ・メディカルさんとの取り組みについて

“超音波バカ”の夢に共感頂ける
デザイナーと出逢えました

代表者：島ノ江  信芳
佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝311-1

株式会社コ・メディカル

「デザイン経営」わからない宣言～そのままにしてはおかない４日間～プロジェクト step5
では、step4で、「デザイン経営」のパートナーとして協働することの出来るデザイナーと
の出逢いを求めてプレゼンを行った企業9社と、その9社と協働したいと手を挙げたデザイ
ナーの連携に至るまでをサポートしました。

福岡市中央区薬院4-8-30 P&R薬院2F　　https://fukumono.com/
合同会社生活道具　小嶋 健一

日本産業に特化したデザイナーになるよう専門知識や技術・業界の関係・
流通のノウハウを日々蓄積しています。「MONO  COMPOSER（モノの
指揮者）」という企業コンセプトのもと、企業の状況や環境に適した多様
なデザイン業務を行うことを専門にしています。

パートナーデザイナー

GNEさんのプレゼンの中で、「コンサルティングだけでなく、
SDGｓ達成に向けて当社ができることを探っていきたい。」と
仰っておられたことに共感し、手を挙げさせて頂きました。新規
事業企画に向け、自身がデザインで企業支援を行ってきた知見
を活かせる点も多いと感じていますので、連携して取り組んでい
きたいと思います。

㈱GNEさんとの取り組みについて

GNEさんの事業や経営理念は社会にとって大変重要なものであ
ると感じ手を挙げさせて頂きました。個別ディスカッションの中
でも、省エネ、環境に対する強い想いをお伺いし、大いに共感す
ると同時に、まだ発信・整理出来ていない自社の価値が眠ってい
ることを感じました。「デザイン経営」という視点から新たな取り
組みのお手伝いが出来ることを楽しみにしています。

㈱GNEさんとの取り組みについて
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共働開始事例

●年頭の挨拶では、社員の皆さんに「今年からデザイン経営に取
り組むことにした！」とお話しをされたそうですね。
　これまでも社員のスキルや想いを尊重し企業経営を行ってきた
つもりですが、今後は「デザイン経営」を通じて、まんてんを社員
一丸となって次のステージに進めたいと思い、全員に方針説明を
しました。又、アートや文化への関心を高め、感性を豊かにしたい
と考え、社内に月替わりで絵画や書を展示する取り組みも始めて
います。

●今回はどの様な観点で小嶋さんとの連携を決められたので
すか？
　デザイナーでありながら、ご自身も会社経営をしておられ、飲
食店やセレクトショップといった店舗を実際に動かしておられると

ころが大きかったです。また、グラフィックやプロダクト等各ジャ
ンルのデザイナーにそれぞれ依頼せずとも小嶋さんが複数のデザ
インスキルをお持ちであることも決め手の一つでした。

●小嶋さんとはどの様に「デザイン経営」の取り組みを進めて行
かれたいですか？
　当社の価値を十分に議論した上で、まんてんのごまが、美味し
くお客様の健康に寄与
出来る様な新商品開発
や、生活様式全般を新
分野と捉えた「ごま食
文化」の創造について
考えていきたいです。

福岡市中央区薬院4-8-30 P&R薬院2F　　https://fukumono.com/
合同会社生活道具　小嶋 健一

日本産業に特化したデザイナーになるよう専門知識や技術・業界の関係・
流通のノウハウを日々蓄積しています。「MONO  COMPOSER（モノの
指揮者）」という企業コンセプトのもと、企業の状況や環境に適した多様
なデザイン業務を行うことを専門にしています。

パートナーデザイナー

社として飲食店を営んでおり、個人的にも料理が好きで、ごまは
特に好きな食材であること、㈱まんてんさんのごまに対する熱い
想いを感じ、サポートを申し出ました。核となる胡麻という素材を
如何に多くの方に届けていけるか、これからご一緒させて頂くこ
とを楽しみにしています。

㈱まんてんさんとの取り組みについて

福岡市中央区薬院4-8-30 P&R薬院2F　　https://fukumono.com/
合同会社生活道具　小嶋 健一

日本産業に特化したデザイナーになるよう専門知識や技術・業界の関係・
流通のノウハウを日々蓄積しています。「MONO  COMPOSER（モノの
指揮者）」という企業コンセプトのもと、企業の状況や環境に適した多様
なデザイン業務を行うことを専門にしています。

パートナーデザイナー

今回連携を決めたデザイナーと、
社員一丸となって

新しい時代のまんてんを創っていきます
代表者：代表取締役社長　髙尾  秀樹
本社・工場／佐賀県佐賀市鍋島町森田964番地2号
http://www.manten-jp.com/

株式会社まんてん

まるみやさんの大分県産野菜の自社栽培や、ジビエ等の新しい
食材活用へのチャレンジといったお弁当・惣菜メーカーに留まら
ない取り組みに大変関心を持ち、手を挙げさせて頂きました。当
社でも飲食店を経営しており、食材の取り扱いや流通等、デザイ
ン以外の事業で培ってきた知見も活かしサポートさせて頂きた
いです。

㈲まるみやさんとの取り組みについて

代表者：代表取締役社長　原田  政直
本社工場/大分県大分市新川2-1-3
https://www.marumiyabentou.com/

有限会社まるみや

●以前から「デザイン経営」にご関心をお持ちだったと伺いました。
　創業当時は宣伝をせずとも美味しいお弁当を作れば売れる時
代で、お客様に地元食材で丁寧につくったお弁当を食べて喜んで
頂くことが当社の存在意義でした。
　しかし、今やお弁当や惣菜はどこでも購入出来る様になり、「ま
るみやのお弁当が食べたい」とお客様に選んで頂かなければ厳し
い時代になりました。
　まるみやの「まる」は、アットホーム、家庭的、円寿、人をほっ
とさせる、という意味です。
　お客様が当社のお弁当を見ただけでほっとして頂ける様な社と
してのブランディングや、社名が書かれていなくてもまるみやらし
さがにじみ出る様な商品開発に挑戦したく、「デザイン経営」には
ずっと関心を持っていました。

●今回はどの様な観点で小嶋さんとの連携を決められたので
すか？
　今回、オファーを頂いたデザイナーさん達のHPをスタッフと観
ていて、小嶋さんのデザインが一番人気でした。（スタッフは目を
輝かせていました。）実際に個別にお話しさせていただいた際も、
方向性の決定、商品デザインからHP構築、ユニホームデザイン、
売り先のご提案など入口から出口までをトータルに取り組んでお
られるところに魅力を感じました。

●小嶋さんとはどの様に「デザイン経営」の取り組みを進めて行
かれたいですか？
　社長だけではなく社員も巻き込みながら、一丸となってまるみ
やらしさを考え、形にしていきたいです。

まるみやらしさをお客様に届けたい、
「デザイン経営」に取り組みたいと

ずっと考えていました

●吉田さんとは、社のパートナーデザイナーという形ではな
い連携になったとお伺いしました。
　そうなんです。商材のブランディングを、というよりも、当
社が持っている土作り、農業に関する技術や知見、商材を、
吉田さんが複数社と一緒に進めようとしておられる「一億総
農（みのり）社会/NOUMORE」と題した農業のプロジェク
トに参画する形で連携していくことになりました。

●最初にそのお話しを聞かれた際はどうお感じになりまし
たか？
　当社商材のデザイン提案という形ではなく、プロジェクト
を通じた連携の在り方もあるのだなと目から鱗でした。走り
出す前のプロジェクトなので、全体構築にも関わっていくこ
とが出来そうなこと、可能性も無限に広がりそうなことに、
今からわくわくしています。

●「NOUMORE」プロジェクト、既にメンバーの方とのディ
スカッションが進んでいるそうですね。
　1回目の自己紹介から盛り上がりました。当社の商材の説
明や農業の話をすると、非常に関心を持っていただき、いろ
んなアイディアが出てきました。一つのアイディアから多方面
へ発散するような会話で、非常にわくわくしながら参加して
います。
　固定概念を外せ！とよく言われるように、アイディアのブラッ
シュアップが次 と々進んでいますので、このプロジェクトがど
こにもないビジネスとして立ち上がることを期待しています。

●プロジェクト参加を通じて、これまでと違う感覚を得られ
たそうですね。
　これからの時代は、異業種連携、いろんな会社が集まり、
英知を掛け合わせ、一つの事業を立ち上げるようなプラット
フォーム型ビジネスが必要だと思います。会社の中だけでの
議論や、社内の人間だけでの企画は、会社という枠から抜
け出せなくなりがちです。たくさんの方面からの意見や情報
を掛け合わせることで新しいビジネスが生まれると思ってい
ます。
　過去にも様々なビジネスモデル形成のためのワークショッ
プに参加した経験（大学院のMOTコースでチームを組んで
ビジネスモデルを作り上げる等）があるのですが、これまで
は、企画案を作って終わりだったので、実際にプロジェクト
が世の中に出せると思うと、自分自身としてもとても楽しく、
企業としても良い経験になると感じています。

●複数のデザイナーとのディスカッションを通じて、感じら
れた事があれば教えてください。
　皆さん、それぞれの持ち味をお持ちで話をしていて非常に
面白かったです。
　デザイナーのブランディングの進め方や狙うターゲット層
なども各々異なり、全てが「やってみたい」と思わせて頂け
る内容の提案ばかりでした。私はこれまで研究開発から商品
企画まで、提供する側の目でしかものをみることが出来てい
なかった点もあり、外からの視点やアイディアがとても新鮮
で、とても有意義な時間でした。デザイナーさんの視点やア
イディアを取り入れることで、さらに良い商品になると確信し
ております。
　今後当社商品のブランディングをしていただける様な、
パートナーとなるデザイナーの方とも連携予定ですが、新し
い視点を持った方と一緒に進んでいけることにワクワクして
います。

提案頂いたプロジェクト参加を通じ、
可能性が広がることを楽しみに

しています！

代表者：代表取締役　福岡  大造　　プレゼン者：奴留湯  誉幸
熊本県八代市千丁町古閑出262　　  http://www.fukuoka-gouzai.co.jp/

FKGコーポレーション・株式会社福岡建設合材

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

福岡市中央区　　https://asobito.net/

株式会社あそびとデザイン　吉田 ちかげ

「好奇心の目を磨き、世界をみる」「ないものはつくろうの伝播」の
２つをミッションとしてデザイン制作、イベント企画、アートスクー
ル運営等を手がけるクリエイティブコミュニティです。

パートナーデザイナー

「一億総農（みのり）社会/NOUMORE」という、農業を冠にした
プロジェクトを進めたいと考えていたところ、プレゼン会で㈱
FKGコーポレーションさんのお話しを伺い、是非参画頂きたい
と感じました。人が生きるために不可欠な農業のことを、企業や
デザイナーが技術や知恵を出し合って、もっと多くの方に楽しみ
ながら知って貰える様取り組んでいきます。

㈱FKGコーポレーションさんとの取り組みについて
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井料  俊二
デザインオフィス  グラデココ

福岡県大野城市
Tel. 092-596-6393
E-mail.  gradecoco@gmail.com

日米でデザイン経験を積む。専門学校で20
年に渡りデザインに関する講師を務める。

受賞実績等

依頼主の思いを形に。それをユーザーに正し
く伝える。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

ブランディング・パッケージ、CI・VI
メインのデザインカテゴリー

Designers
List

「デザイン経営」のパートナーを見つけるプレゼン会には、

45名のデザイナー、支援機関の方々にご参加頂きました。

ここでは、「デザイン経営」のパートナーとして掲載を希望された

36名のデザイナーについてご紹介しています。

（掲載しているデザイナーについては、当局がその能力や実績を担保するものではなく、あくまでご紹介である点ご留意下さい）

その他共働事例 プレゼン会を通してではなく、個別にご相談頂いた事例をご紹介します。

●デザイナーと出逢いたいと思われた切っ掛けを教えて下さい。
　社内で新たに立ち上げたクロスソリューションプロバイダー
（自律搬送ロボットを中心に、当社のネットワークにより顧客
課題を解決するサービス）事業について、社員自身で取引先
拡大を目的としたwebサイトを制作していたものの、何をどう
発信するとお客様に価値が伝わるのかという点で行き詰まっ
てしまったことが切欠で、九州経済産業局に相談しました。

●初めてデザイナーと一緒にwebサイト構築に取り組まれ
て、いかがでしたか？
　一言でwebサイト構築といっても、その過程では、自社サー
ビスのどこが一番の価値と言えるのか、お客様にどういった
解決策を提案できるのか、等それぞれの頭の中では理解し
ているつもりだったことを、社員で時間をかけてじっくり議論
し言語化していく必要があったため、社内で自社の価値を共
通化ことが出来ました。話をしていく中でメンバーの会話の
核が、明確になってきたことを覚えています。また、社内で
の専門用語は、そのまま並べてもお客様には伝わらないと言
うことを、デザイナーの方から第三者的視点から指摘して頂
き、“伝える” ではなく“伝わる”かどうかを基準に考えられる
様になりました。

●今回はwebサイト構築でしたが、それ以外の業務にデザ
イナーとのやり取りが生きた事はありますか？
　これまではお客様向けのプレゼン資料やDM等は社員が
個々に作成していたのですが、デザイナーとのやりとりを通じ

て、自社の価値が明確に言語化・共通化されたので、そういっ
た営業資料も徐々に共通化され、誰が説明しても同じ価値を
お伝え出来る様になりました。

●デザイナーとやりとりされる中で、webサイト構築という
業務に対する感情の変化はありましたか？
　最初はとにかく期限までにwebサイトをつくらなければ！
という義務感もあったのですが、デザイナーとやり取りしてい
く中で、YouTubeでも情報発信をしてみようとか、こういう
風にするともっと良くなるのでは、と前向きで楽しい取り組
みに変わっていきました。

●社内にお披露目された際の反応はいかがでしたか？
　「事業内容が端的に表現されており、分かりやすい。」「社員
の顔が分かるので人情味があふれていている。」などの声を頂
きました。お披露目前までは、社員の顔を掲載することに戸
惑いを感じることがありましたが、掲載してみて良かったです。

●最後に一言お願いします！
　BtoBの製造業ではデザインは関係無いと思われがちです
が、BtoBだからこそ、働く人がワクワクするデザインの製品、
技術が重要であり、尚且つ共感を得られる企業価値の整理
と発信が必要なのだと実感をもって理解できました。デザイ
ナーという、人の心を動かし、ワクワクさせてくれる表現のプ
ロと一緒に仕事ができたことはこれからの仕事にも生きるも
のだと感じています！

デザイナーとのやり取りを通じ、他社とは違う
自社の価値を明確にすることが出来た

福岡県糟屋郡須恵町大字佐谷1705番地の1
https://www.pm-t.com/　

株式会社ピーエムティー

1991年福岡県大野城市にて会社設立。電子部品／
自動車／ライフサイエンスを中心とする各業界を取
引先とし、活人化・省人化ソリューション提供／ロ
ボティクス・FA 等の各種機械装置の設計開発／超
精密部品加工などが主要事業。
2008年中小企業庁・元気なモノ作り中小企業300
社に選出。
2017年経済産業省・地域未来牽引企業に選定。

完成したクロスソリューション
プロバイダーサイト

https://x-sprovider.jp/

福岡市博多区住吉5-5-15 住吉パークサイドビル3階

株式会社かりえっと

女性ならではの配慮でクライアントに寄り添って課題
解決をしていくことを得意としています。Webデザイン
を中心にロゴ、紙媒体のデザインまでトータルプロ
デュースしています。

パートナーデザイナー
最初から最後まで、真摯に向き合っていただき、リーダーの方含め、皆様が
とてもフットワークが軽く、いつも丁寧に御対応下さり、細部に至るまで配
慮が素晴らしかったです。
お客様のお困りごとを聞いて課題解決のために、最適技術を提案し丁寧に
サポートされるサービスを展開しようとされている方々の心の美しさを見た
ような気持でした。ホームページ制作も他人任せではなく、一緒に作り上げ
ていただきました。理想の関係を築くことができて、感謝の気持ちでいっぱ
いです。ありがとうございました。

ピーエムティーさんとの取り組みについて
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小笠原  愛
Habibi

福岡県福岡市東区箱崎
Tel. 090-8836-8185
E-mail.  design-retouch@habi-bi.com
http://habi-bi.com/

調査、ヒヤリングを大事に。明確でわかりや
すく。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン
メインのデザインカテゴリー

垣田  健壱郎
垣田健壱郎デザイン事務所

福岡県福岡市中央区
Tel. 090-1920-3509
E-mail.  kendesign554u@y6.dion.ne.jp

ニューヨーク・アートディレクターズ・クラブ
（NYADC）ポスター・カレンダー部門NYADC
賞（デザイナー）、福岡広告協会賞 多数、全国
カレンダー展 日本印刷産業連合会会長賞、
福岡県産業デザイン賞（現 福岡デザインア
ワード） 大賞（宮原タオル㈱・あんしんなタオ
ル 商品開発）、福岡県産業デザイン賞 奨励
賞・デザイン賞（㈲今里・アクセサリータッセ
ル 商品開発）、東急ハンズ大賞 デザイン賞
（造形作品）

受賞実績等

「みつめる」「きづく」「つなぐ」「はぐくむ」
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

企業や店舗・商品ブランディング等にかかわ
るトータルデザイン及び広告制作

メインのデザインカテゴリー

計盛  政利
トライプスデザイン

福岡県福岡市城南区
Tel. 092-753-8354
E-mail.  info@tripes.jp

◎日本産業広告賞 ◎九州ADCアワード 入
選 ◎おいしい東北パッケージ展 東北経済産
業局賞 ◎福岡デザインアワード 良品物語賞 
◎日本サインデザイン賞 最優秀賞 ◎日本サ
インデザイン賞 銀賞 他

受賞実績等

社会に対して良い影響を少しでもいいから
及ぼせるか。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン・サインデザイン
メインのデザインカテゴリー

上村  薫

鹿児島県鹿児島市
Tel. 090-2852-5111
E-mail.  kamimura@lep.bbiq.jp
https://japan-designers.jp/profile/426/

二科展デザイン部特選、鹿児島県美展奨励
賞

受賞実績等

消費者にどのように見えるのか？ということ
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

企業コンサル
メインのデザインカテゴリー

小嶋  健一
合同会社生活道具

福岡県福岡市中央区
Tel. 080-5204-6756
E-mail.  design@trythink-grid.com
https://fukumono.com/projectworks/portfolio/

2017 JIDA DESIGN MUSEUM SELEC-
TION 18 受賞 / 2019高岡クラフトコンペ
ティション 審査員長賞 / 2019ウッドデザイ
ン賞 審査員長賞 / 2019ウッドデザイン賞 
入賞 / 2019日本クラフト展 入賞 / 2019京
都デザインアワード 大賞 / 2020年キッズ
デザイン賞 入賞 / 2020年京都デザイン賞 
入賞　

受賞実績等

企業のレベルに合ったデザインと成長計画
とのバランス

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること
プロダクトデザイン

メインのデザインカテゴリー

岩上  孝二
D-PROJECT

熊本県熊本市中央区
Tel. 096-324-4403
E-mail.  iwagami@design-pro.jp
http://www.design-pro.jp

JAGDA新人賞 アジア国際ポスターコンペ
金賞

受賞実績等

企業経営の課題の発見から改善のビジネス
デザイン

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

ビジネスデザインプロデューサー・グラ
フィックデザイン

メインのデザインカテゴリー

岩崎  宏江
株式会社 ハモン・ド・デザイン

福岡県福岡市南区
Tel. 092-521-5207
E-mail.  note@hamondd.com
https://hamondd.com

デザインを通して沢山の人に喜んでもらうこ
と

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

ロゴ、パッケージ、ホームページ等
メインのデザインカテゴリー

植田  由貴子
有限会社ユース

大阪府貝塚市
Tel. 072-425-0701
E-mail.  ueda.yukiko@u-th.jp
https://www.u-th.net

製造業や、廃棄物処理の会社などの業界の
ネガティブイメージを払拭するための表面
的なデザイン戦略のほか、社内のコミュニ
ケーションを潤滑にし仕事の効率アップさ
せる社内の設計（デザイン）などを行なう。

受賞実績等

約束は守る
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン、ブランディング
メインのデザインカテゴリー

榎並  憲二
シロクマ３

福岡県福岡市中央区
Tel. 097-791-8840
E-mail.  enami@siro-kuma.com
http://www.siro-kuma.com

日本地域情報コンテンツ大賞グランプリ、福
岡デザインアワード銀賞、オペルデザインコ
ンテストMdN賞、東京タイポディレクターズ
クラブ入選、日本グラフィックデザイナー協
会入選、熊日デザイン賞 熊本広告協会会長
賞など

受賞実績等

課題を見つけ解決するスキルに、常に磨きを
かける

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること
ブランディング、CI/VI、販促、エディトリア
ル、サイン計画など

メインのデザインカテゴリー

太田  康之
VIGORE Design

福岡県糟屋郡新宮町美咲
Tel. 090-8222-0951
E-mail.  vigoredesign@icloud.com

主に企業様の販売促進またはブランディン
グのデザインサポートに携わる。

受賞実績等

背景を知る、モノを知る、共感ポイントを探
る

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン、映像制作
メインのデザインカテゴリー
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武永  茂久
武永デザイン事務所

福岡県福岡市中央区
Tel. 092-406-8782
E-mail.  t-d-o@cameo.plala.or.jp
https://www.facebook.com/shigehisa.takenaga

ラハチポスタービエンナーレ・韓国インター
ナショナルポスタービエンナーレ・東京
ADC賞・九州ADC賞・ グッドデザイン賞・
JR東日本ポスターグランプリ・九州グラ
フィックデザイン展・福岡広告会賞等、入賞、
入選など。

受賞実績等

デザインがもたらすものは「人の幸せ」。それ
が信条。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

ブランディング／グラフィック
メインのデザインカテゴリー

竹中  俊裕
たけなかアトリエ

福岡県福岡市早良区
Tel. 090-6773-9667
E-mail.  info@takenaka-atorie.com
https://takenaka-atorie.com/

本の表紙や挿絵、カレンダー、パッケージ、観
光や歴史施設内のイラストからデザイン制
作まで手掛ける。

受賞実績等

常に相手の身になって考える
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

イラストレーション・グラフィックデザイン
メインのデザインカテゴリー

田尻  博美

福岡県福岡市中央区
Tel. 090-8918-3720
E-mail.  tjrhrm@gmail.com

ヒアリングから要望を汲み、表現に落とし込
むこと

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

紙媒体全般（広告、編集、パッケージ、小型グ
ラフィックス）、ロゴ

メインのデザインカテゴリー

長尾  朋貴
株式会社スウトデザイン

福岡県福岡市南区
Tel. 090-4276-1613
E-mail.  tomotaka@sunaolab.jp
http://sunaolab.jp/

福岡デザインアワード 優秀賞、日本サイン
デザイン賞 最優秀賞　など

受賞実績等

機能性、美しさ、独自性のバランス。
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

プロダクトデザイン
メインのデザインカテゴリー

中野  裕子
Design-N

福岡県福岡市南区
Tel. 090-5083-5955
E-mail.  designbox_yuukoo@nifty.com

ふくおか健康づくり県民運動 ロゴコンペ最
優秀賞受賞

受賞実績等

お客様のイメージを超えるウキウキするデザ
イン

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン
メインのデザインカテゴリー

小林  大助
助太刀デザイン

福岡県福岡市南区
Tel. 090-4003-0426
E-mail.  info@sukedachidesign.jp
https://www.sukedachidesign.jp

神奈川新聞広告賞特別賞、K-ADC AWARD 
準グランプリ、福岡デザインアワード審査員
賞、日本タイポグラフィ年鑑 2020入選など
多数受賞。

受賞実績等

できる限り意味を最小限の方法で伝える
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

Graphic Design
メインのデザインカテゴリー

清水  覚
ヤフー／オクノテ（個人事業）

東京都墨田区
Tel. 090-5755-5759
E-mail.  shimizu@okunote.tokyo
https://www.okunote.tokyo/

東京ビジネスデザインアワード、アッシュコ
ンセプトデザインアワード他

受賞実績等

ビジネス課題の解決のために最適なアプ
ローチを提案

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

プロダクト、WEB
メインのデザインカテゴリー

杉本  国雄
INSIGN

大分県別府市
Tel. 080-5323-3777
E-mail.  k-sugimoto@insign-design.com
http://insign-design.com/

2018東京手仕事：東京都150周年記念賞
2020東京手仕事：東京都中小企業振興公社

理事長賞

受賞実績等

デザインに関わる全ての人にとってプラスに
なること

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

プロダクトデザイン
メインのデザインカテゴリー

住吉  重彦
住吉デザイン事務所

鹿児島県鹿児島市
Tel. 090-5280-1890
E-mail.  sumiyoshi.wish.0427@etude.ocn.ne.jp

コミュニケーション
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン
メインのデザインカテゴリー

関光  卓
ゲイトライトデザイン

佐賀県鳥栖市
Tel. 0942-80-3570
E-mail.  info@gldesign.jp
https://www.facebook.com/takashi.sekimitsu

福岡デザインアワード
受賞実績等

肝は何かを決定し、様々な方法をトライする。
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

プロダクト、グラフィック
メインのデザインカテゴリー
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福田  まや
星庭

大分県中津市
Tel. 090-8522-6713
E-mail.  fukudamaya@gmail.com
http://www.hoshiniwa.com

日本タイポグラフィ年鑑2018 パッケージ
部門1点 入選、K-ADC（九州アートディレク
ターズクラブ） AWARD 2018 16位、日本
タイポグラフィ年鑑2015 パッケージ部門2
点 入選、日本タイポグラフィ年鑑2011 ブッ
クデザイン部門 入選、K-ADC（九州アート
ディレクターズクラブ） AWARD 2015 9点
入選

受賞実績等

新しい価値を発見し、見た目だけでなく体験
をデザイン

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること
アートディレクション／グラフィックデザイ
ン／ブランディング

メインのデザインカテゴリー

古川  浩二
ストロールデザイン

宮崎県児湯郡高鍋町
Tel. 090-1772-3524
E-mail.  stroll@bd5.so-net.ne.jp
https://stroll-design.com/

高鍋デザインプロジェクトと称した地域ブラ
ンディング「まんぷくTAKANABE」にデザ
イナーとして参加
県内産品のひとつに成長した餃子を盛り上
げる「餃子のまち高鍋推進協議会」にデザイ
ナーとして参加（同協議会理事）

受賞実績等

クライアントが抱える困りごとの解決を柔軟
に対応する

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン
メインのデザインカテゴリー

松井  裕美
一般社団法人SINKa

福岡県福岡市中央区
E-mail.  sinka.matsui@gmail.com 喜んでもらえること

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

紙媒体・web・広報
メインのデザインカテゴリー

松野  奈帆
NAHO DESIGN

大分県大分市
Tel. 097-509-1371
E-mail.  naho@naho-matsuno.com
https://www.naho-matsuno.com/

グッドデザイン賞など受賞歴多数。
受賞実績等

ヒトを中心に捉えた本質的なデザイン。
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

プロダクトデザイン
メインのデザインカテゴリー

村上  智一
IN THE FIELD

福岡県北九州市門司区
Tel. 090-9587-0880
E-mail.  murakami@inthefield.work
https://inthefield.work

2014年 グッドデザイン賞
受賞実績等

頭で分かるではなく、腹で分かるという感覚
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン／エディトリアルデザ
イン

メインのデザインカテゴリー

中牟田　麻弥
メッド／MED

福岡県福岡市中央区黒門
Tel. 092-401-8662
E-mail.  mednakamuta@gmail.com

日本サインデザイン賞、SEGD AWARD等
受賞実績等

人と空間をつなぎ、人の経験が豊かになるよ
うにする。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

サインデザイン
メインのデザインカテゴリー

中村  永吾
A5 BLUE STUDIO

福岡県北九州市八幡西区
Tel. 050-3697-8496
E-mail.  info@a5-bluestudio.com
https://a5-bluestudio.com/

動画制作だけでなく、動画を使ったPRや
SNSも合わせたプロモーションも行う。

受賞実績等

クライアントの夢の実現
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

動画＋PR
メインのデザインカテゴリー

中村  圭太
PRISM!

長崎県長崎市北陽町
Tel. 090-6427-2863
E-mail.  info@prism-ad.com
https://prism-ad.com/

日本タイポグラフィ年鑑2017入選
長崎デザインアワード2017入選
K-ADC AWARD2013ロゴ部門入選

受賞実績等

課題の整理から個性を見出し、魅力化する
デザイン。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン（パッケージ・紙媒体・
HPなど）

メインのデザインカテゴリー

原  一真
Branding Works LLC

福岡県福岡市城南区茶山
Tel. 080-4288-0229
E-mail.  hara@branding-wx.com
http://www.branding-wx.com

・ヤマハ音楽教室CI
・西鉄路線バス・連接バス
・中小事業者支援事業/日田市・中津市
・都城市PM

受賞実績等

現象の背景にある「真の課題」を定義するこ
とです。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

ブランディング
メインのデザインカテゴリー

平松  聖悟
平松聖悟デザインプロジェクト/
キャリアデザイン・エンタープライズ
福岡県福岡市南区
Tel. 092-775-3084（FAX兼用）
E-mail.  seigohiramatsu@w7.dion.ne.jp

ラハティ国際ポスタービエンナーレ、ワル
シャワ国際ポスタービエンナーレ、日本広告
技術協議会NAAC展、全国カレンダー展、福
岡広告協会賞金銀、銅賞などで受賞。JAXA
気象衛星データ「DPR」ロゴコンペ採用。ジャ
パネットたかたのネーミングとロゴマーク、
TNCロゴマーク、西鉄路線バスデザイン、西
鉄連節バス（BRT）デザイン 他多数。

受賞実績等

ユーザーとクライアント双方に満足を与える
ご提案。

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること
イメージ構築デザイン、CI・VI・BIデザイン、
デザイン書道 他

メインのデザインカテゴリー

54 55



森山  大雅
株式会社 ゆうプランニング

熊本県熊本市中央区
Tel. 096-351-1881
E-mail.  moriyama@you-plan.co.jp
https://www.you-plan.co.jp/

クライアント企業様の課題解決
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

広告全般、Web、動画
メインのデザインカテゴリー

八木田  一世
SEE℃

福岡県北九州市小倉北区
Tel. 093-647-3622
E-mail.  info@seedo81.com
http://www.seedo81.com

第20回福岡デザインアワード
（金賞・Discover Japan特別賞）
第21回同アワード（銀賞）

受賞実績等

企業活動を通じた社会のより良い、より楽し
いをつくる

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

食に関するブランディング･商品開発
メインのデザインカテゴリー

吉田  ちかげ
株式会社あそびとデザイン

福岡県福岡市中央区
Tel. 090-9004-6164
E-mail.  yoshida@chikage.me
会社のサイトは現在制作中。
個人サイト：http://chikage.me

「東東京モノヅクリ商店街」プロジェクトに5
年ほど携わる。
http://www.higashitokyo.jp

受賞実績等

クライアントの悩み、問題を理解-分解して
再構築する

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

子ども、女性向け / CI・グラフィック・パッ
ケージ・WEB制作・撮影

メインのデザインカテゴリー

渡辺  和博
tashika branding design

長崎県諫早市
Tel. 0957-42-6251
E-mail.  watson@pluss-s.com
https://tashizan-design.com

・ふるさとデザインアカデミー ichi
・南島原市島原手延素麺ブランディングプロ
ジェクトなど

受賞実績等

（ブランド）コンセプトの見える（言語）化～ 
デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

ブランディング
メインのデザインカテゴリー

渡邊  幹子
よあけデザイン

熊本県熊本市中央区
Tel. 050-7119-2681
E-mail.  info@yoake-design.com
https://yoake-design.com/

・熊本県物産館の外観イラスト
・スキンケアブランドのトータルデザイン
・天草市主催のデザイン講座講師

受賞実績等

デザインの先にいる人を想像し伝えること

デザイン（仕事）をする上で大切に思っていること

グラフィックデザイン／イラスト
メインのデザインカテゴリー

資 料 ワークショップで使用した経営デザインシート 〈出典〉内閣府知的財産戦略推進事務局
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請負事業者

株式会社 西日本新聞社
住所：〒810-8721 福岡県福岡市中央区天神1-4-1
HP： https://c.nishinippon.co.jp/

制作協力

NPO法人 FUKUOKAデザインリーグ
住所：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next 内
電話：092-551-0825
HP： https://f-design.gr.jp/
Mail：fdljimu@f-design.gr.jp

経済産業省・特許庁　デザイン政策関係課

経済産業省　商務・サービスグループ　クールジャパン政策課　デザイン政策室
住所：〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
電話：03-3501-1750 
ＨＰ：https://www.meti.go.jp/

特許庁　デザイン経営プロジェクト
住所：〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
HP：https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html
Mail：design.project@jpo.go.jp

経済産業省　九州経済産業局　産業部　サービス産業室
　　　　　　　　　　　　　　地域経済部　知的財産室
住所：〒812-8546 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
電話：092-482-5511（サービス産業室）　092-482-5463（知的財産室）
HP：https://www.kyushu.meti.go.jp/
Mail：creativeq@meti.go.jp
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まとめ

　本プロジェクトでは、共に企業価値の向上に取り組んでいただける「デザイン経営」のパートナーを探すべく、
企業が自社の課題を事前に掘り下げた上でデザイナーの皆様に対しプレゼンを行い、プレゼン企業全社に対し
それぞれ複数のデザイナーから関心をお持ち頂きました。
　企業と、関心頂いたデザイナーとは、オンラインディスカッション等を通じ相互理解を深め、最終的には企
業側からデザインパートナーを選定して頂きました。

　この選定の過程では、企業側はデザイナーに
対し、自社の属する業種・業態への理解、財務
状況や知的財産権等に関する相談対応の可否
等を確認する場面が多く見られました。「デザ
イン経営」のパートナーには、狭義のデザイン
力だけではなく、デザインを基軸にして事業課
題を創造的に解決出来る知識と経験、提案力、
行動力を求めていることが改めて確認されたと
言えます。経済産業省ではこうしたデザイン人
材を“高度デザイン人材”と定義しています。
　今後、九州地域で「デザイン経営」を普及・
推進していくためには、地域で活躍する高度デ
ザイン人材の養成という観点も重要視されるべ
きです。
　九州経済産業局では2018年度から「デザイ
ン経営」に取組む企業をサポートしてきました
が、そうした中には、事業が拡大し設備投資に
向かわれる企業も出てきています。ウィズコロ
ナ、ポストコロナで事業再構築が求められる難
しい経営環境下において、「デザイン経営」が
有効な手段として九州地域に定着していくこと
を期待します。 〈出典〉経済産業省 高度デザイン人材育成研究会 ガイドライン及び報告書

契約、秘密保持契約書、覚書締結等連携の開始…6社
課題解決に向けパートナー選定中…5社　　　　　　　　　　　　　　　　　  （令和3年3月5日時点）

本プロジェクトによって得られた成果

2. 「デザイン経営」手法を活用した自社の価値・課題の再検討、連携デザイナー募集　 参加企業 ９社
令和2年12月 4 日（金）  プレゼンテーションデザイン講座第一回
令和2年12月11日（金）  プレゼンテーションデザイン講座第二回
令和2年12月18日（金）  デザイナーに想いを伝えるプレゼン会

1. 「デザイン経営」に関する理解の向上及び体験
令和2年11月20日（金）  「デザイン経営」がみえてくるセミナー　 参加社・機関・デザイナー等 79名
令和2年11月20日（金）  「デザイン経営」体験ワークショップ　 　参加社・機関 29社

本プロジェクトの参加実績
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