
デザ in OKAYAMA ものづくり・デザイン活用セミナー

－「デザイン」が創る「モノづくり」の新たな可能性－

日時：201９年８月 ２日 ( 金 )  13:３0 ～ 17:０0  (1３:０0 開場 )

（岡山市北区絵図町２－４）　
岡山ロイヤルホテル２F 光楽の間

対象：

会場： 参加費：無料　定員：100 名

企業の方、デザイナー、商品づくりやデザインに関心のある方など、どなたでも参加できます。

岡山には、優れた技術を有するモノづくり企業が数多くあります。一方で技術力の高さやその価値がなかなか伝わっ

ていないという現状があります。また、グローバル化の進展などによって激化する競争や、自社製品が無いことに

より下請からの脱却が図られないといった課題もあります。価値や魅力を消費者・顧客の視点や生活者の感性を捉

えながら最大限に引き出すことも重要です。そのような時に大きな役割を果たすのが「デザイン」です。

「デザイン」には人々に対して直感的に訴える力があります。そしてデザインを通して、新たな自社製品開発や既

存製品の高付加価値化、企業のブランド力の向上など「ものづくり」の新たな可能性に繋げていくことができます。

今回、「ものづくり」と「デザイン」をテーマにセミナーを開催し、デザインの大切さやその活かし方について、

クリエイター、ものづくり企業双方の視点からこれまでの豊富な実例も交えながらお話しいただきます。

どのように商品開発にデザイン戦略を取り込んでいけばよいか、これまでプロデュースされた様々な実例を交えな

がらお話しいただきます。企業の方、デザインに携わる方はもちろん、商品づくりに関心のある方々、デザインを

通して何か新しいヒントを得たい方々など、ぜひご参加ください。

主催：岡山県・( 公財 ) 岡山県産業振興財団

岡山県委託事業



デザ in OKAYAMA ものづくり・デザイン活用セミナー
－「デザイン」が創る「モノづくり」の新たな可能性－

13:30 ～ 15:00
「デザインの可能性は無限
　　－デザインを生かせば企業は変わる－ 」
講師︓アッシュコンセプト㈱  代表取締役 名児耶 秀美氏

「デザインと自社ブランド製品で全国に羽ばたく
　　　　　－燕市の小さな企業の大きな挑戦－」

－自社ブランド商品︓新クリップ型カードホルダーの開発に向けて－

講師︓一菱金属㈱  専務取締役 江口 広哲氏

※現段階での予定です。
　時間等詳細は変更になることがあります。

（講師プロフィール）
1958 年東京都生まれ。武蔵野美術大造形学部在学中
にデンマーク人デザイナーのペア・シュメルシュア氏
に師事。高島屋宣伝部を経て㈱マーナに入社。2002
年に h-concept（アッシュコンセプト）を設立し独立。
生活者とデザイナーがともに楽しめるモノづくりを
テーマに、デザイナーとのコラボレートブランド「＋ｄ」

（プラスディー）を発信しています。
2012 年には東京蔵前に直営店「KONCENT」（コンセ
ント）をオープン。国内各地の他、オーストラリアや
マレーシアなど海外にも店舗を構えています。
その他、多数企業のデザインコンサルティング
や、全国各地の地域産業振興コーディネーター
等を手がけています。

（講師 & 会社プロフィール）
一菱金属㈱はステンレス加工
の一大産地・新潟県燕市の金
属加工メーカー。1977 年創
業。当初は洋食器の磨き専門
事業。器物の製造へと転身し、
現在では業務用厨房用品、家
庭用日用品を製造しています。
江口氏は自社ブランド conte

（コンテ ) を立ち上げ、そのプ
ロデューサーとして自社製品
開発に精力的に取り組んでい
ます。

（講師 & 会社プロフィール）
内海工業㈱は 1962 年創業。金型設計・製作
からプレス加工・溶接加工、めっき処理、組
立加工まで可能です。プレスメーカーでは珍
しいめっき処理メーカーでもあり、他に例の
ない一貫生産体制です。プレス加工のみ、めっ
き処理のみ等の対応も可能です。
2017 年からは自社ブランド製品の開発にも
取り組み、義川氏はその開発チームに参加す
るとともに、広報担当として当社の魅力を日々
発信しています。

全国各地のものづくり企業やデザイナー
と関わりながら、数々のヒット商品を生
み出してきたアッシュコンセプト代表の
名児耶秀美氏をお招きします。

「デザインとものづくりを通して世の中
を元気にすること」を目指して、オリジ
ナルブランド「+d」（プラスディー）を
はじめ、中小ものづくり企業と一緒に商
品開発や新ブランドの立ち上げに取り組
んできました。開発した商品を全世界に
流 通 さ せ、直 営 シ ョ ッ プ「コ ン セ ン ト」
も運営し販売しています。

今回のセミナーでは豊富な取組事例を交えながら、デザインを生か
して魅力的な自社製品を生み出すポイントや、デザインによって企
業が飛躍する可能性などについて話していただきます。

新潟県燕市の一菱金属㈱は、従業員 11 名の小
さな金属加工メーカー。これまで主に業務用厨
房製品の OEM 受託製造に取り組んできました。
一方で、大量生産しなくても自ら価格を決定で
き利益を確保できる自社製品の開発に関心を持
ち始めました。しかし、小さな企業では、製品
企画を担う人材を確保する余裕がありません。
そこで、外部のデザイナー等と連携して、保有
技術を生かした一般家庭向け調理用製品の開発
に着手。2015 年に自社ブランド「conte（コ
ンテ）」を立ち上げ、2016 年から商品販売を開始しました。フチをカー
ルさせていない「まかないボウル」などを発表。現在、「conte」は、
ボウル、バット、ザルなどを揃え、全国約 100 の小売店で販売され
ています。自社ブランドの独自製品を世に問うことができ、短期間で
販売数量を堅実に増やしています。小さな企業がデザイナーなど外の
視点で自社の強みを再発見し、可能性が広がった経緯などをお話しい
ただきます。

第一弾自社ブランド製品として取り組んで
いた「クリップ型カードホルダー」。プロの
デザイナーに洗練されたデザインを依頼し
た い と 考 え、平 成 ３ ０ 年 度「デ ザ in 
OKAYAMA ステキな MONO プロジェクト」
に参加。そこで出会ったデザイナーと現在
進めている新製品の開発状況や、初めて取
り組んでいる自社のブランディングのこと、
新たな気づきなどについて話をしていただ
きます。

15:00 ～ 15:15　( 休憩 )

プログラム・内容 出演者プロフィール

名児耶 秀美 氏 　アッシュコンセプト㈱　代表取締役 

江口  広哲 氏 一菱金属㈱　専務取締役

内海工業㈱ 業務課 広報担当

第一部「講演－クリエイターの視点から－」

15:15 ～ 17:00

第二部「講演－ものづくり企業の視点から―」

お申込み方法

◆申込方法
参加いただくには事前のお申込みが必要です。氏名、会社（学校）名、
電話番号、メールアドレスをご記入の上、下記までメールまたは電話、
ＦＡＸでお申込みください。

（申込締切日︓2019 年７月 26 日 ( 金 )）
※定員に達し次第、締め切りますのでお早めに申込みください。

◆お申込み・お問い合わせ先
公益財団法人岡山県産業振興財団 ものづくり支援部　担当︓大平・佐藤
　ＴＥＬ　０８６－２８６－９６５１
　ＦＡＸ　０８６－２８６－９６７６
　E-Mail:sangaku@optic.or.jp

■会場︓岡山ロイヤルホテル ( 岡山市 )

■定員︓100 名（先着順）

■参加費︓無料

■日程︓2019 年８月２日 ( 金 )　13:30 ～ 17:00
　　　　（13:00 受付開始）　　　

■アクセス︓
ＪＲ岡山駅から徒歩約１４分
無料駐車場 有
※満車の場合は近隣の有料駐車車をご利用ください。

　日程・会場

「デザin OKAYAMA ステキなMONOプロジェクト」商品開発事例

講師︓内海工業㈱　義川 瑠美氏

17:15 頃～ 19:00　交流会（予め申し込みが必要です。交流会参加費 4,000 円 (1 名 )）
なお、セミナー終了後には、交流会を実施いたしますので参加可能な方は引き続きのご参加をよろしくお願いします。

※交流会参加費は当日受領させていただきます。※セミナーのみ参加の場合は、無料となります。

「アニマルラバーバンド」
世界約 30 カ国で累計 2,000 万個以上
販売。何度使用しても、元の動物のカ
タチにきちんと戻ります。

フチを巻かないことで洗うのが簡単。また容積が大きく、外径が小
さいため台所の占有面積はコンパクトに。燕市の分業による連携の
加工技術によって実現。

「Tate Otama」
自立するお玉

「SPLASH」 (スプラッシュ)
水たまりにできる水はねを
イメージした傘立て

（主な受賞歴等）
  iF デザインアワード
  Red Dot Design Award

グッドデザイン賞　
   他多数受賞

（主な受賞歴等）
・iF DESIGN GOLD AWARD 2018
・reddot design award winner 2018
・グッドデザイン賞
・ニイガタ IDS デザインコンペティション 2019 

IDS 審査委員賞　他多数受賞 

「kaze guru ma」（カゼグルマ）
暮らしに「かぜ」を飾るマグネット 

義川 瑠美 氏

世界 3 大デザイン賞を 2 つ受賞したステンレスボウル
「まかないボウル」

容器、網、蓋、というシンプ
ルな構成。洗いやすい形状。
 縦長のフォルムでコンパク
トに収納できます。

倉敷帆布とコラボしたカードホルダー

「こします オイルポット」

社内で開発したカードホルダー。
現在、デザイナーと提携して、
よりクオリティの高い新商品の
開発を進めています。


	2019セミナー表１-5.pdf
	2019セミナーフライヤー裏（最新版）

