


鹿児島県は2013年度に「鹿児島の食とデザイン」をスタートしました。
「鹿児島のものは美味しいけれど、食べないとその魅力がわからない」と
いう声が、各流通のバイヤーたちから寄せられたことが背景にありました。

農畜水産物や加工食品、飲食店、特産品など定評がある鹿児島の食
ですが、「伝える力」にはどうも課題があるようだ…。

作り手の「食べたらわかる」と買い手の「わかったら食べる」というスタンス
のギャップを解消するため、伝える力を磨き上げ、魅力が伝わる鹿児島の
食へとシフトしていこうとする支援プログラムです。

鹿児島の食を伝える試みは、今どうなっているのでしょうか？
伝え始めようとする時、参考にできる身近な取り組みは？

『鹿児島の食とデザイン・ストーリー』は、顧客とより良い関係を築くため、
伝える意思を持ち、デザインを活用して経営・事業にインパクトを生み
出そうと挑戦した人びとの物語です。

食とデザインをめぐる
思いと行動のストーリー

①語るひと：デザインの作り手ではなく「デザインの使い手（経営者など）」
②語る内容：デザイン・ワークではなく「デザイン活用ストーリー」
③語る視点：デザインの説明ではなく「デザインの狙い・期待と効果・変化」

豊かな食を抱える鹿児島

その魅力は伝わっているの？
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p04デザインから見たブランディング

私たちのDESIGN After/Design

デザインQ&A

鹿児島の食とデザインの事業設計

デザイン打合せのための
オリエンテーション・シート

～デザインした後、いかがですか？

～デザインのお悩み、私たちも考えました。

下園薩男商店#01 #02

#03 #04

将来のお客様を生み出すための
商品開発、デザイン、ブランディング

ドーン・ワークス
「美味しい」だけではない、
「正しく理解される」ためのリ・ブランディング

三笠えのき茸生産組合
独自の栽培哲学に共感してくれる
お客様と出会うデザインで増収

長島未来企画合同会社
毎号が生産者の“自伝”、
長島の魅力を伝えるメディア・デザイン

編
集
方
針

※この『鹿児島の食とデザイン・ストーリー』は、鹿児島県主催「鹿児島の食とデザイン」に関わる事例や、参加者・中小企業支援機関などを対象と
したアンケート・ヒアリングから特集テーマに合わせて案件を選出、掲載協力を得られたものについて取材を行いまとめた事例を掲載しています。
※デザインには幅広い意味があり、国語辞典では「設計・計画、図案・意匠」という意味が当てられることが多いようです。図案として目に見える形に
するデザインに始まり、生産プロセスのデザイン、サービス・デザイン、デザイン経営などデザインの意味・対象は幅広いものがあります。その多様な
デザインの中で、「食とデザイン」における「企業が顧客など対象者とより良い関係を構築するための伝えるデザイン事例」に始まり「経営課題にデ
ザイン思考でアプローチした事例」などを扱っています。
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デザインから見た
ブランディング

自分基準ではなく、
コンセプト基準。

下園 正博
㈱下園薩男商店　代表取締役社長

#01

事業を継続するための
将来への投資。

宇都 博典
ドーン・ワークス㈱　代表取締役社長

#02

自分たちのやり方で良いと
確信させてくれた。

松﨑 勝利
農事組合法人三笠えのき茸生産組合　代表

#03

地域がわかり
イメージを作るメディア。

甲斐 友也
長島未来企画合同会社　長島大陸食べる通信編集長

#04

これからを見据えると、今の課題に直面する。

新たな価値の具現化にチャレンジすると同時に、

デザインの導入や活用で見える化に取り組んだ

４つのブランディング・ストーリー。

ロゴマークをデザインすることが
ブランディング？



従来の焼きウルメの丸干し（上）と、若い女性向けに開発した旅
する丸干し（下）。コンセプトを変え、ターゲットを変え、売場を
変え、商品そのものも変えた。

商品コンセプトを伝えるために作った絵本のようなブランド・ブック。

将来のお客様を生み出すための
商品開発、デザイン、ブランディング

㈱下園薩男商店 （水産物加工販売等）
代表取締役社長　下園 正博氏 
899-1741 阿久根市大川54番地 
☎0996-28-0200
https://marusatsu.jp/ 

企
業
名

㈱冨永デザイン　冨永 功太郎氏 
892-0846 鹿児島市加治屋町4-23-403
☎099-210-7929

デ
ザ
イ
ナ
ー

㈱まちの灯台阿久根　石川 秀和氏
899-1613 阿久根市新町１
☎090-6606-6377
enandbow@gmail.com  

プ
ラ
ン
ナ
ー

細原意匠研究室　細原 裕香氏
yukahosohara@gmail.com

デ
ザ
イ
ナ
ー

2011年 4月　県主催「かごしま産業おこし郷中塾」参加
2011年11月　丸干しのオイル漬け商品開発に着手 
2013年 6月　「旅する丸干し」 販売開始 
2017年 9月　「イワシビル」オープン
2019年 3月　新工場の設立

○既存商品のお客様は年配層が中心。そもそも若い人たち
は丸干し自体を知らないことに危機感。
○まずは若年層での認知を上げるため、丸干しのオイル漬け
を商品化することに。

◯プロトタイプ商品をテスト販売して仮説検証、行ける！と確
信を得て本格スタート。
◯初めてデザイナーと組んで以来、コンセプトに則り真剣に
考えてくれたデザイナーの意見を優先。
○経営上の判断では、企業理念や商品コンセプトを決してぶ
らさないことを徹底。

課　

題

時　

期

エ
ピ
ソ
ー
ド

Branding
#01



１階・ショップとカフェ

２階・見える工場

３階・ホステル

イワシビル

大学卒業後、東京のIT系会社・水産卸会社で勤務したの
ちUターン、いわしの丸干しなど水産加工品の製造業を営む
家業に携わるようになりました。
丸干しのお客様は年配層中心。若い人向けにデザインを変

えた丸干しを作ってみたものの、そもそも彼らはスーパーの水
産物コーナーには立ち寄らないんです。そこで若い人たちの
ライフスタイルに合うオイル漬けを試作してテスト販売しまし
た。すると、従来品とは客層も売上もまったく違い好反応、お
客様との対話から（これは売れるぞ！）と確信できました。

今
あ
る
コ
ト
に
一
手
間
加
え
、

そ
れ
を
誇
り
楽
し
み
、

人
生
を
豊
か
に
す
る
。

ブランド化のために自社ショップが必要だと考えていまし
た。それが「イワシビル」誕生のきっかけです。実際のところ、
前代表による物件取得が先なのですが（笑）。
ビル全体のデザインは、当時阿久根市の地域おこし協力隊
だったプランナーの石川秀和さん、デザイナーの細原裕香さ
んに依頼。A4用紙２枚にまとめたコンセプトをお二人や施工
会社に渡し、「地元にあるもの」「日本の歴史に一手間加えた
ような形」などの観点を最優先して検討しました。自分基準で
はなくコンセプト基準です。

デザインを使ってなかったら、ですか？ ことごとく失敗して
いたでしょうね。注目されないし、デザインはやって当たり前の
こと。目に美味しいものを作らないと、最初に手に取ってもら
えないじゃないですか。
ブランディング＝お客様にどのように感じてもらうか。その
ために、向かうべきビジョンとお客様のイメージを明確にして、
決してぶらさないこと。迷ったときの判断基準です。
数年前に会社のロゴマークを一新。今後は商品パッケージ
だけでなく、経営や工場内、作業動線など、すべてにおいてデ
ザイン的考え方を取り込んでいく必要があると感じています。

その頃、県主催の若手経営者向けプログラム「かごしま産
業おこし郷中塾」に参加していました。商品アイデアを紹介し
たところ、「おもしろみがない」との声…。ディスカッションする
うち、「いろんな国をイメージした味」というヒントをもらいコン
セプトを設定、「旅する丸干し」のネーミングも決まりました。

「旅する丸干し」のコンセプトを
具現化した「イワシビル」

若い人に丸干しを食べてもらうには…？
紆余曲折あってオイル漬けにたどり着いた

ディスカッションから
「旅する丸干し」がスタート

県水産振興課が開催したデザイナー・マッチングで出会っ
たのがデザイナーの冨永功太郎さんです。打合せでは「30歳、
女性、料理好きで美味しいものを見つけたら友達に紹介する
ような人」というお客様イメージと、「若い人が来るアパレルや
雑貨のお店」という売場イメージだけをしっかり伝えました。
売場視察に一緒に行き、そこで見たワインのエチケットのよ

うなデザインが出てくると思っていましたが、提案されたデザ
イン案は想像とまったく違いました。驚きつつターゲット層の
女性社員に見せたら即座に「かわいい！」と。その反応を見て
決定しました。前提となるコンセプトに則ってデザイナーが真
剣に考えてくれたものなら、デザイナーの意見を優先した方が
絶対にいい。今でもそう思っています。

提案デザインは想像とまったく違うもの、
デザイナーに任せるスタイルも確立

「旅する丸干し」で新しい市場・売場となるアパレルや雑貨
店と取引が始まりました。各種コンクールで複数の最高賞も受
賞、テレビ局や雑誌からも取材が入るようになりました。今の
販売店の半分以上は取材記事などをご覧になっての問い合
わせがきっかけであり、継続的にお付き合いしています。

テレビ取材をきっかけに
アパレル・雑貨店の取引先が増えた

デザインを活用していなければ
ことごとく失敗していた

今までにない商品には
今までにない顔を

「旅する丸干し」は今までにない商品。だ
から今までにない顔を作るべきだと考えま
した。2色のキーカラーをポイントに、パン
フレットやギフトボックスなど統一した世
界観を製作。コンセプトを形にするだけで
はなく、消費者に良い違和感を抱かせるも
のが新しいスタンダードを創ると思いま
す。下園さんがその考えを受け入れてくれ
たので、ブランドイメージを隅々まで行き
渡らせることができました。

デザイナー：
㈱冨永デザイン
冨永 功太郎氏

旅するシリーズ第２弾・「旅する焼エビ」

アンチョビの代わりに丸干しを使ったソース

小魚とナッツ「Kots」



商品の背景にある企業理念や考え方を伝えるためのタブロイド版パンフレット。餃子に
込めた「家族」への思いや、原材料の特徴・焼き方を掲載。　（上：外面、下：中面）

「美味しい」だけではない、
「正しく理解される」ためのリ・ブランディング

ドーン・ワークス㈱（餃子製造・販売等）
代表取締役社長　宇都 博典氏
897-0215 南九州市川辺町平山6977-3
☎0993-56-5730
https://hi-bo-ge.com/

㈱STUDIO K　和田 幸江氏
890-0053 鹿児島市中央町14-9-302
☎099-203-0477
https://studiok-co.jp/

2004年  4月　ひぃ坊家（ヒーボーゲー）創業
2017年12月　パンフレットを製作
2018年  5月　商品パッケージの見直し開始
2019年  3月　新パッケージ商品の販売開始　
2019年  4月　法人化と社名変更

○顧客満足度を高めるため、コンセプト・原料・製造すべて
の面でのこだわった取り組みを伝える必要性を感じた。
○売場で見た商品の存在感に課題を感じ、商品パッケージ
の見直しに踏み切った。

○初めてデザイナーに依頼したタブロイド型パンフレットで、
顧客やバイヤーから今まで無かった反応が返ってきた。
◯売場と製造プロセスの観察から課題を抽出し、パッケー
ジ・デザインと包装形態を変え、増収と生産性向上を実現。
○パッケージ・デザインの変更はブランド構築のため、将来
への投資という考え。
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原料生産者も家族 家族が家庭で食べる餃子

屋号はひぃ坊家

旧デザイン 新デザイン

「餃子を嫌いな人はいない」という妻の一言がきっか
けで、まったくの未経験から餃子屋を始めました。お客
様の欲しいものを考えながら試作するうち、「家族に安
心して食べさせられる」「地元のこだわった食材を使
う」「日々ちゃんと作り、手を抜かない」という原則と、
味も見た目もきれいな自慢の餃子ができあがりました。
「鹿児島を代表する餃子になること」を目標に、毎日
コツコツと改良を重ねて今があります。

家
族
を
思
い
な
が
ら
作
る
、

家
族
で
食
べ
る
餃
子
で
す
。

次に着手したのは、パッケージ・デザインのリニュー
アルです。首都圏での試食販売時に、売場でうちの商
品が埋もれている…と感じたことがきっかけでした。

東京までリサーチに行って売場やお客様を観察した
和田さんから提案されたのは、「大切に作られているこ
とが感覚的に伝わるデザイン」でした。「家」は私たち
の核となるもの、嬉しかったですね。すぐに2社の百貨
店ギフトで採用され、新規の販路開拓も進んでいます。
合わせて、無印刷だった個包装（５個入）にもデザイ
ン印刷版を作ることを提案され、包装の作業効率が上
がり増産対策も同時に実現できました。
デザイナーに頼むと完成度が格段に違います。伝わ
り方がまったく違う。思いやコンセプトを完璧に具現化
できました。今では私たちの代わりに、デザインが売場
でお客様にプレゼンテーションしてくれています。会社
や商品の独自の価値、立ち位置が明確になりました。

県外の販路開拓のきっかけは、13年前の東京での
物産展出展でした。その後、2007年に中国で発生し
た餃子異物混入事件の時に、首都圏の高質スーパー
からのお声掛けで取引がスタート。国産原料だけを使
用した、安全を謳える商品が弊社の餃子だけというの
がその理由でした。
理念にもとづくていねいな製造プロセスをお客様に、バ
イヤーさんに知っていただくことの大切さに気付きました。

埋もれてしまうのではないか…
店頭に並ぶ商品を見て危機感

既存取引先のバイヤーさんからは、「売れ行き好調な
のにデザイン変更するの？」とも言われました。しかし
これは、個人店として、息の長い餃子屋として事業を継
続していくための将来への投資です。百貨店ギフトで
は、それ以前と比べて売上が1.8倍を超え、実売でも
効果を出すことができました。今後は、まずは受注増に
対応して生産体制を整えないといけません。

リ・ブランディングは将来への投資、
ギフト売上は1.8倍以上に

餃子屋を始めたのは
大切な家族の一言から

催事から県外販路がスタート、
オール国産原料が評価された

商品力には自信がありましたが、お客様に伝わらな
いと意味がありません。商品づくりに邁進していました
が、情報発信について考えるようになりました。
うちの餃子は原料と製造方法にこだわる分、価格が
高めです。餃子づくりの考え方など価格の背景をしっ
かりと伝えないと市場に残れなくなるだろう…。そこで
商工会の小規模事業者持続化補助金を活用し、パン
フレットを作ることにしました。

小規模事業者持続化補助金を活用して
伝えるためのパンフレットを製作

パンフレットのデザインは紹介された和田幸江さん
にお願いし、想像していなかったタブロイド型のものを
提案されました。私たちの思いや取り組みがストーリー
としてまとまっているものでした。
配布を始めると、リピーターの方が初めて電話で感
想を伝えてくれたり、卸先の方から「これをチラシやE
Ｃサイトに使いたい」などの要望をいただいたり。きち
んと投げかけたら、ちゃんと反応が返ってきたんです。

タブロイド型パンフレットで
既存顧客・取引先からも新たな反応！

リ・ブランディングのコンセプトは
最も大切な“家”

“普通”の中にひそむ
強烈な個性をデザイン

一見わかりやすい特徴が無いように見える“普
通の餃子”。だからこそ、作り手の思いや製造のこ
だわりが強烈な個性になると考えました。既存客
が迷わないよう色合いなど旧デザインを踏襲しつ
つ、送り出される餃子たちのふるさと＝ひぃ坊の
「家」をシンボル的に描くことで、「家族の、家庭の
餃子」というイメージが伝わるデザインにしました。

デザイナー：
㈱STUDIO K　和田 幸江氏

■ブランド・ロゴ ■ブランド・シンボル

■新旧パッケージ・デザイン（20個入）

■タグライン ぎゅっと包む力！

家族を思いながら作る、
家族で食べる餃子です。

■コンセプト

リ・ブランディングのエッセンス

うた



農事組合法人三笠えのき茸生産組合
（きのこの生産・加工・販売等）
代表　松﨑 勝利氏
899-1131 阿久根市脇本7989
☎0996-75-1008　http://3kasa.com/

新ブランドでの初展示会

培地には県産杉の間伐材を使用

商品ラインナップも拡大中

パンフレットに掲載した培地の違いを表した図
㈱オンドデザイン　馬頭 亮太氏
890-0053 鹿児島市中央町14-9-3F
☎050-3698-2960
https://ondo-c.jp/

2015年  2月　初の展示会出展で課題認識
2015年10月　デザイン開発ワークショップ開始
2016年  3月　新ブランドでの展示会初出展
2017年  4月　新ブランドのWEBサイト開設
2017年  6月　従業員6人から9人へ

○定評ある生えのき茸に加え、乾燥えのき茸での増収を
狙って商品開発と販路開拓に着手。
○お手製のシールを貼った商品パッケージで臨んだ展
示会でまったく反応が無かった。

○新ブランドで展示会出展したら来場バイヤーの反応が
一変、対応できないほどの人だかり。
○パッケージ・デザインに加え、栽培の独自性を紹介した
パンフレットで商談もスムーズに。
○新ブランド「濃いえのき」が定着してきたことを、卸先
からの継続発注や顧客の指名買いで実感。

独自の栽培哲学に共感してくれる
お客様と出会うデザインで増収

生えのき茸は商品価値を上げる栽培の工夫を行って
も価格競争に巻き込まれがちという課題がありました。
そこで乾燥えのき茸に着目、自分でデザインしたラベ
ルを貼った商品を持って展示会に出展しましたが反応
がまったく良くない。完全な失敗です。これは何かを変
えなければと考え、県主催「鹿児島の食とデザイン」の
デザイン開発ワークショップに申し込みました。

お手製ラベルの限界か…？
反応無しの展示会からすべてが始まった

２回目の展示会では独自の循環型栽培法という理
念に共感してくれるバイヤーさんが多く、東京など県外
での取引拡大につながりました。売上増に加え、自分た
ちのやり方で良いとデザインが確信させてくれたこと
が、最大の成果でもありました。
その後、炊き込みご飯などの新商品も発売、ECサイ
トも開設し、全体での売上も順調に拡大しています。

デザイナーの馬頭亮太さんとの話し合いで「独自の
培地を用いたえのき茸栽培」であることをコンセプトに
定めました。また、えのき茸の味も香りも濃い、さらに
私自身のキャラクターも濃いことから「濃いえのき」と
いうネーミングで乾燥えのき茸シリーズを展開すると
決め、デザイン案とともに商品ラインナップの提案もも
らいました。
同時に、えのき茸の培地の違いを伝えるパンフレット
もデザインしてもらい、新たなデザイン・新たな商品シ
リーズで展示会に再挑戦しました。　

小細工なし！
直球の商品展開が肝

以前の商品は、生産背景や三笠えのき茸の特
徴といった"情報"の訴求が圧倒的に不足していま
した。わかりやすいネーミングで惹きつけることに
加え、ひと目見れば商品背景が伝わるツールで、
事業の全体像を可視化できないかと思索。売場
に立つ松﨑さんの人柄や、プレゼンテーションを
さりげなくサポートするデザインを目指しました。
東京の催事でのお披露目に同行できたことが一
番の思い出です。

デザイナー：
㈱オンドデザイン　馬頭 亮太氏

自社開発した循環型栽培法を
コンセプトとしてデザイン開発 進むブランディング、

今後は生えのき茸でも

再挑戦した展示会で
理念への共感が得られ取引拡大

地元のイベント出展でも「濃いえのき」を探して来て
くれるお客様が増え、認知向上を直接的に実感してい
ます。デザインによる「濃いえのき」の価値向上、ブラン
ド化ができているんですね。
今後は生えのき茸でも「濃いきのこ」ブランドを展開
し、生鮮商品も含めたブランド化を図っていく計画です。
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Branding
#04

長島未来企画合同会社（イベント・出版・映画事業等）
長島大陸食べる通信編集長　甲斐 友也氏 
899-1403 出水郡長島町諸浦907-49
☎050-5360-8796
https://taberu.me/nagashima/

季刊誌（中面）。生産者のひたむきな姿勢や生き様を詳細に掲載。

コウサククラブ　山下 俊文氏
892-0842 鹿児島市東千石町4-27-301
☎099-227-4112

2015年冬    井上前編集長が創刊 
2017年夏    甲斐氏が三代目編集長に就任
2018年秋    長島が舞台の映画『夕陽のあと』
　　　　　  撮影開始
2019年11月 映画『夕陽のあと』劇場公開

○長島の農畜水産物は量販店向けの大量販売が中心。
○その販売ルートを多様化したいと考えた。
○個人客に対して、生産者個人のブランドを確立する
必要性。

○徹底的に生産者にフォーカス、取材で受けた感銘を
デザイナーの手で落とし込む。
○映画事業で「長島大陸食べる通信」が活用され、実際
に作中の料理提供や役者の役作りに貢献。
○「食べる通信」が長島のイメージを醸成する地域ブラ
ンディングのメディアとしての役割も担うように。

毎号が生産者の“自伝”、
長島の魅力を伝えるメディア・デザイン

「長島大陸食べる通信」は長島の農畜水産物を消費
者に伝え届けるためにスタートしました。年に４回生産
者に焦点を当てた季刊誌として発行する食材付きのメ
ディアです。
生産者の生の声をお届けするほか、食べ方・調理例
も掲載しています。生産者の方には当たり前でも、私た
ち消費者には初めて聞くことばかり。取材のたびに感
銘を受けその努力に圧倒され、「生産者の自伝をまとめ
る」という気持ちで取り組んでいます。

消費者が知らない“生産者の常識”、
その圧倒される生き様を伝えたい

生産者さんの販路開拓に向けた販促物製作など、
写真や原稿の二次使用の提案も行います。
実行委員会で製作した映画『夕陽のあと』では、弊社
プロデューサーが「食べる通信」を見ながら映画に出す
料理を選定。役者さんたちも「食べる通信」を読み、「食
が豊かでカッコいい生産者がいる」というイメージを
持って現地入りしてくれました。今後は生産者と消費者
をつなぐリアルな場を、食堂・交流スペース「あさひや」
で作っていきます。

創刊号から地元・長島出身のデザイナー山下俊文さ
んにデザインを担当していただいています。構成のイ
メージや伝えたいことを山下さんと共有し、取材には同
行、現場の空気を感じてもらいます。
誌面をどうデザインするかはお任せしていますが、

「ここを押したい！」という各号のポイントについては
しっかり話をしています。

自分が惹かれた生産者の
姿をリアルに伝えたい

ものづくりに向き合う生産者の人となりを、数日
一緒に過ごす中で、まずは自身がその人に惹か
れ、紙面の中にリアルに表現できるように取り組
んでいます。それぞれの完成形を目指す人のひた
むきな姿、瞬間、匂いまでを届けられたら「島色の
青空デザイン」だと思っています。

デザイナー：
コウサククラブ　山下 俊文氏

取材にはデザイナーも同行、
生産者ごとのポイントをしっかり共有

掲載後の二次利用や映画製作でも活用、
長島をブランディングするメディアに
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