
県主催「鹿児島の食とデザイン」のデザイン開発ワーク
ショップでロゴマークができてから2年以上経過、デザイ
ンのおかげで産地としての知名度が少しずつ上がってき
たようです。加盟各社はダンボールや販促資材にロゴ
マークを入れ、組合ではホテル・旅館の朝食会場、山川
みなと祭りや菜の花マラソンなどの地元イベント、首都圏
でのPRイベントで幟やパンフレットなどを活用しています。

Q1.認知度は向上しましたか？

商品のバリエーションを増やすためデザイナーから新
しくパッケージ・デザインを提案してもらいました。また
九州経済産業局の「地域ブランド構築支援事業」に
採択され、「戦略ロードマップ」を作りました。

Q2.現在の取り組みは？

ロゴマークの商標を取得、その後「指宿鰹節」の地
域団体商標を申請し登録されました。これを機会にさ
らなる認知度向上を目指します。

Q3.今後の計画は？

最高級品本枯本節の全国生産量の8割を生産する指
宿市山川で、鰹節製造業者で組織された団体。業界内
知名度・評価は高いが、一般消費者の認知度が課題で
あったため、2017年に共通のロゴマークをデザイン。

デザインした後、  いかがですか？

＃01  ブランドのシンボル・関係者の旗頭として ＃02  全国に販路拡大し増産に向け新工場設立

山川水産加工業協同組合（鰹節販売、購買・冷凍冷蔵庫事業等）
会計主任　増永 昭仁氏
891-0501 指宿市山川新栄町9番地
☎0993-34-0155
http://ibusuki-katsuobushi.com/

企業名

発売開始から約3年、売上は順調に増加していま
す。スーパーに加えコンビニやドラッグストアなど売場
が増え、市場への浸透が進み、「商品を見たよ」と言
われることが増えました。
商品内容・デザインともにバイヤーさんの評価が高
く、ブランド価値が向上した実感があります。

Q1.発売後の経過はいかがですか？

「いわしの黒酢煮」など商品ラインナップが増えまし
た。簡便性煮魚（パウチ型）市場に初挑戦するに当た
り、会社の方向性を決定づける重要な商品シリーズ、
商品ブランドであったことは間違いありません。

Q2.商品の変化は？

受注増に対応するため、2018年、南さつま市に新
工場を設立しました。新たにトレイ型の焼き魚商品を
展開する計画で、パッケージ・デザインの最終調整を
行っている段階です。

Q3.今後の計画は？

取組内容 ブランドロゴのデザイン

南九州を中心に水産物総合卸売業を営む山口水産。
2014年、手軽な煮魚商品の商品開発に着手し、2016
年12月に販売開始。現在では商品点数が増え、取引
先の数も業態も増え、売場も全国に拡大。

㈱山口水産（水産物総合卸等）
代表取締役社長　山口 大悟氏
892-0833 鹿児島市松原町12-22
☎099-223-7441
http://yamaguchisuisan.co.jp/

企業名取組内容 パッケージのデザイン

〈2017年度デザイン手帖掲載〉

〈2017年度デザイン手帖掲載〉

新工場

これまでに発行した『かごしま食のデザイン手帖』に掲載された
デザイン事例のその後を聞いてみました。今、どうなってますか？Design/

レンジアップで
すぐ食べられる



＃06  初の島外向け商品で広がる売場 －新ブランドのデザイン

＃07  海外を視野に入れたデザインで商談中 －海外向けのデザイン

＃08  飲食店が取り組む初の物販で売上増 －ギフトのデザイン

デザインした後、いかがですか？

2009年の「あいらぐまのラスク」販売開始から5年後の
2014年に、「あいらぐまのパン屋さん」をオープンしました。
あいらぐまは姶良の山奥でカフェを切り盛りしているという
設定のキャラクター。そのストーリー性・世界観をできるだけ
忠実に店舗で表現したいと打合せを重ねました。
あいらぐまブランドに転換した店舗の売上は増収となって
いるほか、従業員のモチベーションも上がりました。技術力向
上のための研修会を行うようになり、今では「あいらぐまなら
こんなパンを作るよね」と頻繁に意見交換をするように。パン
職人としてのプライドが持てるようになったと感じています。

㈱イケダパン（製パン業）
直売事業部部長　山下 和人氏
899-5698 姶良市平松5000番地
☎0995-65-9666　https://airaguma.com/

企
業
名

屋久島ヴィータキッチン（飲食店経営、食品製造・販売等）　
代表　小林 浩治氏
891-4402 熊毛郡屋久島町麦生416-294
☎0997-47-3478　https://www.pastalabo.com/

企
業
名

㈲鹿児島ますや（畜産物卸、食品加工卸販売、飲食業）
代表取締役　米増 昭尚氏
899-5432 姶良市宮島町29-3
☎0995-66-4186　https://www.kurobuta-ichiban.co.jp/

企
業
名

㈲磯の味 黒之瀬戸（飲食店経営、食品製造・販売等）
代表取締役　松木 洋輔氏
899-1131 阿久根市脇本10342-1
☎0996-75-0023

企
業
名

企
業
名

企
業
名

＃03  店舗の売上もモチベーションもアップ －店舗のデザイン

県主催「鹿児島の食とデザイン」デザイン開発ワークショッ
プで誕生したのが、１文字で「にく」と読めてしまう通称「にく
ロゴ」です。肉屋であること、チャレンジ・マインド、鹿児島文
化…。これら寺師を説明する要素が視覚的に一瞬で伝わる
「にくロゴ」は認知度の向上、企業・事業理解に一役買ってい
ると実感しています。
飲食店さんとの新規の取引は増え続けており、「“にくロゴ”
知ってます！」と言われることが増えました。導入から３年経
ちましたが、名刺を始め営業ツール・ECサイト・新商品のパッ
ケージのデザインなどにも積極的に活用しています。

㈱寺師（精肉及び加工品の加工・製造・販売等）
取締役専務　寺師 大策氏
890-0045 鹿児島市武3-3-15
☎099-250-6679　https://niku-terashi.kagoshima.jp/

＃04  認知向上と新規取引先の増加 －ブランドロゴのデザイン

甑島にて豆腐製造を行っていますが、自社を「朝を準備す
る職人」と再定義、豆腐の原料である大豆を用いて「とうふ
屋さんの大豆バター」を開発しました。現在も継続的に販売
しており、取引先は年々増加しています。
商品のコンセプトやデザインを通して、甑島という地域のイ
メージをお客様に必要とされる価値からアプローチしてきた
ことで、企業イメージ向上と観光客の増加に貢献できたと感
じています。
今後は視覚的なデザインに加え、経営全般にもデザインを
取り入れ、顧客・従業員満足度の向上につなげていきます。

屋久島で飲食店を経営しています。減少する入島観光客
への対策として、パスタ・ソース・トッピングがセットになった
商品「屋久島パスタラボ」を開発、初めての島外販路開拓に
挑戦しました。自分たちが伝える言葉の代わりに、パッケージ
やリーフレットのデザインがブランドのガイドラインとなってお
り、店舗や商品を知っていただく機会が増えました。
おかげさまで首都圏高質スーパーや百貨店ギフトでの取扱
いも開始、目標かつ念願だった小売店とのお取引も実現でき
ました。さらなる販路の拡大に取り組むと同時に、屋久島地
区以外の「パスタラボ」展開も考えているところです。

東日本大震災をきっかけに、防災食の観点から常温ソー
セージを開発しました。天然羊腸詰の無添加常温ウインナー
は世界中でも弊社だけ。どこにもない技術と無添加をアピー
ルするため、海外流通も視野に入れてパッケージやパンフレッ
トをデザインしました。
現在も常温ソーセージを販売していますが、売上はほぼ横
ばいというところ。嬉しい兆しとしては、海外でビジネス展開し
ている方から問い合わせをいただいていることです。当初の
狙いが実現できるようにしたいですね。

阿久根市で海鮮料理の飲食店を経営していますが、メ
ニューの「鯛飯」を商品化、店外販売に取り組んでいます。
百貨店のお歳暮ギフトカタログに掲載され、１社１シーズン
で160万円の売上がありました。ふるさと納税の返礼品に採
用され、地域に貢献できる形になったのも成果の一つです。
デザイン次第で売れ行きが変わることがわかったので、
いつか店舗改装を行う時には、店舗イメージとマッチするよう、
ロゴからメニューまで一貫してデザインしようと考えています。

東シナ海の小さな島ブランド㈱（宿泊施設・飲食店経営、食品製造・販売等）
代表取締役　山下 賢太氏
896-1101 薩摩川内市里町里54
☎09969-3-2212　http://island-ecs.jp/

＃05  提供価値から商品開発し企業イメージ向上 －提供価値のデザイン

〈2017年度デザイン手帖掲載〉

〈2017年度デザイン手帖掲載〉

〈2013年度デザイン手帖掲載〉

〈2017年度デザイン手帖掲載〉

〈2017年度デザイン手帖掲載〉

〈2017年度デザイン手帖掲載〉



#01  商談での成約率が上がったデザイン

県主催「食プロ」で商品のブラッシュアップとともに、
パッケージ・デザインにも取り組みました。ジャーキー
の原料がパッと見で水産物とわかり、手に取りたくなる
楽しさもある、目にも鮮やかな土産物としてのデザイン
ができあがりました。

売場で映えるデザイン

商談の成約率が高まり卸先も増加、本商品以外の
商談もしやすくなり、全体に良い効果が出ています。
鹿児島空港などの売場でもお客様の目に止まり、手
に取って、買うまでの流れが作り出せている実感があ
り、「この商品見たことある」とよく言われます。

成約率が高まり、商品全体にも好影響

取引先の増加とともにテレビなどの取材も増え、商
品とともに会社の認知度も上がっています。最初のブ
ラックペッパー味・カレー味に加え、新しく梅しそ味を
ラインナップ。鹿児島土産の中のおつまみブランドとし
て育てたいですね。飲食店経営に加え、食品製造とい
う新しい事業の柱を確立できました。

商品シリーズを強化し、おつまみブランドに

ポップなデザインで鹿児島土産らしさを

鹿児島のお土産として、お酒好きの旅行者にターゲットを絞った商品です。鹿児島での楽しい思い出の雰囲気や、南国の気
候風土が伝わるポップなデザインになるよう心掛けました。ジャーキーですが、お魚の商品とわかるようモチーフや配色を工
夫。今後の展開でフレーバーが増えたときも、シールだけで簡単に対応できるように、コストを抑えた包材構成にしました。

デザイナー：Bebop　田之上 亨氏

○自社製パッケージでの商談は反応が悪かった。
○売れる商品にするには戦略的なデザインが必要、
販路開拓のためにも県主催「食プロ」に参加。

㈱MARGARITA1991（飲食店経営、食品製造・販売等）
代表取締役　中村 俊明氏
893-2302 肝属郡錦江町城元578-5
☎0994-22-1111
http://margarita1991.jacklistnet.jp

企
業
名

課  

題

デザイン検討中 首都圏展示会にも参加

私たちのたちの
狙いと効果から紐解く食のデザイン

□商談でも店頭でも強いデザイン

□お客様に愛されるデザイン

□企業理念を具現化するデザイン

□新ターゲット向けのデザイン

□企業イメージを構築できたデザイン

□差別化のためのデザイン

□自社の魅力を発見したデザイン

□デザイナーの提案から始まったデザイン

□営業プロセスを標準化するデザイン

□採用プロセスのデザイン

DESIGN



#02  進物利用が増えたパッケージ

1996年に鹿屋で創業して現在は２つのケーキ店を
構えています。この商品は当店のジャム・シリーズで、
紫は自社農園で収穫できるブルーベリーをふんだんに
用いたもの。自分たちで考えた手作りのパッケージは、
あたたかさはあるものの、進物としてご利用いただける
ものではありませんでした。

自社農園のブルーベリージャム

お菓子は自分が食べておいしいと思えば、ギフトでも
選んでくださるもの。リピーターも多く、味をご評価い
ただいているジャムなので、中身に見合う「ちゃんとし
た衣装を着せてあげたい」と思ったんです。

ちゃんとした衣装を着せてあげたい

デザイナーに依頼し新しいパッケージ・デザインにし
てから、明らかに進物需要が増えました。印象に残るデ
ザインなので、お客様にも覚えていただいてます。蓋の
上部の説明に私たちの思いが込められているのがとて
も気に入っています。

デザインで増えたギフト需要

期間限定商品まで、全体で統一できるよう配慮
商品の根底にある原料のこだわりと、背景のストーリーがしっかりと伝わるように、メッセージ性を重視し製作しました。季節
ごとに中身が変わる緑パッケージは、定番ジャムとパッケージを統一しつつも、蓋部分の説明文はボンヴィヴォンさんで差し
替えができるように空白にし、別途文字差替用データをお渡し。季節限定品でも、見栄えが統一できるよう配慮しました。

デザイナー：Warm Thanks Design　徳留 好恵氏

○自菓子店オリジナルのジャムは自家需要中心。
○商品評価は高かったため、ギフト需要を増やし
たいと考えた。

課  

題

菓子工房ボンヴィヴォン（洋菓子製造・販売等）
オーナーシェフ　吉国 奈緒美氏
893-0064 鹿屋市西原４-14-29
☎0994-40-0011
http://www.omega.ne.jp/bonvivant/index.php 

企
業
名

#03  新プロジェクトで初のデザイナー起用

「鹿児島から、酒と食の喜びを」という当社の企業理
念を具現化した商品です。鹿児島の食文化をベースと
する県産原料と味にこだわった、「お酒に合わせたおつ
まみ」というコンセプトを持つ商品。それらを伝えるた
め商品の顔が重要と考え、初めてデザイナーの起用を
考えました。

初めてのデザイナー起用

焼酎の魅力を全国の人に知ってもらいたいという私
たちの思いも表現してほしかったので、デザイナーさん
とは当社の歴史、商品のポジション・強みについて、何
度も検討を重ねました。

焼酎文化と思いをデザインに落とし込む

リリース初年度なので、
認知と販路の拡大が当面
の課題です。「角打ち本
坊」ブランドの確立に向
け、全国展開を見据えて各
得意先へ提案を続けてい
ます。加えて焼酎ストリー
トなどのイベント参加で接
点を増やし、お客様に体感
いただける機会も増やして
いく計画です。

シンボル商品として
根付かせたい

我々の思いをデザインに込めて商品開発を！

激しく変動する市場に対応した商品開発が求められる中、本坊商店だからこそできる価値のある商品づくりを念頭に置いて
います。飲酒人口の減少、特に若者の焼酎離れが加速しています。そのような市場において、「地元の焼酎文化の魅力を伝
えたい」という思いを具現化するデザインになりました。消費者に至福の"だれやめ"を心ゆくまで味わってほしいです。

㈱本坊商店 代表取締役社長　本坊 龍彦氏

○酒類の売上構成比が高く、多角化が課題。
○初デザインに当たり県主催「鹿児島の食とデザ
イン」デザイン開発ワークショップに参加。

㈱本坊商店（酒類食品類の卸売業等）
営業本部 企画部　 和田 康佑氏
892-0836 鹿児島市錦江町8-56
☎099-223-6225
http://www.hombo.info/

企
業
名
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蓋に記載したメッセージ ボンヴィヴォン店内



#04  新客層向けの“焼酎らしくない”デザイン

実姉にもらったオーストラリア旅行のお土産のワイン
の飲み比べセットがヒントでした。それは原料のぶどう
の品種がラベルに記載されているだけのシンプルなデ
ザイン。焼酎もシンプルにした方が、お客様に中身の違
いが伝わりやすいのではないかと思いました。

お土産のワインセットがきっかけ

いつものラベルデザインとはやり方を変え、県事業に
参加。デザイナーさんには、焼酎らしくないデザインで
ありつつ、さつまいもを意識したパッケージにしてほしい
とお願いしました。提案されたデザインがとても気に入
り即決、ギフトボックスや紙袋も作ることに決めました。

焼酎らしくないデザインを求めて

狙い通り、女性全般から「かわいい」ととても好評で、
同業者からも「おもしろい！」と褒められました。
発売当初は数店舗での販売でしたが今では県内10
店舗に広がり、現在月100～150セットの出荷はさら
に増加基調です。デザインのおかげで既存焼酎とは異
なる層に届いており、新しいジャンルを開拓できました。

従来の焼酎ファン以外に届いた

商品コンセプトの魅力をシンプルかつ最大限に引き出す

今までありそうでなかった商品で、このおもしろさをいかにパッケージで伝えられるか苦慮しました。当初は商品名や蔵元な
どを表に打ち出した構成で進めていましたが、とにかく商品コンセプトのおもしろさだけを深く突き詰めていった先に答えが
ありました。インバウンドの観光客もターゲットに含まれていたので、言語無しでも伝わるようなデザインにしています。

デザイナー：㈱アド・パスカル　松山 貴大氏

○お土産用焼酎飲み比べセットを企画。
○県主催「鹿児島の食とデザイン」デザイン開発
ワークショップで新しいデザインを模索。

㈲神川酒造（焼酎製造・販売等）
代表取締役　児玉 拓隆氏
893-0033 鹿屋市永野田町346-5
☎0994-40-4010
https://kamikawa-shochu.com

#05  バイヤーの信頼を得られたパンフレット

既存のパンフレットは商品情報を並べただけで伝わ
りにくいもの。商品バラエティと親しみが持てる菓子店
だとわかる、新しいパンフレットに取り組みました。
できあがったのは大ぶりの商品写真に文字を重ねた
もの。文字量は少しでも、食感が想像できて引き込まれ
やすいデザインに変わりました。

文字情報を上回る、直感で伝えるパンフレット

自社店舗では再訪されたお客様が、初回とは別の商
品を買ってくださる機会が増えました。商談ではこのパ
ンフレットを渡すだけで、「信用できる菓子店」と直感
的に感じていただいている手応えがあります。

お客様のリピートが増え商談もスムーズに

良いスーツを着るときちんとした印象になるように、
デザインで良い企業イメージを構築できるツールがで
きました。どんなに美味しい商品を作っても、見せ方を
間違えるとまったく売れないことは経験済みです。県
事業でリニューアルした「いこもち」での引き合いに対
し、やっと増産体制が整ったので、県外の販路網を作
り上げていきます。

さらに商談を重ね販路開拓に挑戦

粘り強くブラッシュアップし鹿児島フェアの代表アイテムに

「いこもち」を全国流通に乗せるため、女性が一口で食べられる小サイズ化を目指し、何度も試作を繰り返して実現できたのは
竜乃家さんの職人の腕、製造力あればこそ。また首都圏では認知が無いので、中身が見える透明フィルムに鹿児島の伝統菓
子らしいデザインを合わせました。今では首都圏高質スーパーで開催される鹿児島フェアの代表的アイテムに育っています。

㈱ジーブリッジ 販路開拓コーディネーター　馬田 英俊氏

○県主催「食プロ」に参加、初の県外販路開拓
に挑戦することに。
○会社をどうやって理解してもらうかが課題。

㈲竜乃家（和菓子製造・卸・小売等）
代表取締役　二見 竜生氏
892-0871 鹿児島市吉野町1057-1
☎099-248-1618
https://ta2noya.jp/

企
業
名

企
業
名

課  

題
課  

題

デザイン検討中 出荷待ちのボトル 首都圏展示会にも参加 リニューアルした「いこもち」



#07  初のデザインで製法を価値化

菜種油・胡麻油・椿油を圧搾搾油法で製造しています。
釜で煎り圧搾搾油、煉瓦窯に薪をくべ製油、蒲生の手
漉き和紙を使いろ過するなど昔ながらの製法を守る希
少な製油場です。販路拡大に当たり、口頭や資料で伝
えていた製法をもっと効果的に紹介するため、ラベル
とパンフレットを新たにデザインすることにしました。

希少な製油プロセスを伝えるために

できあがったラベルとパンフレットを使っての都市圏
バイヤーさんとの初商談。大きくうなずきつつパンフレッ
トを読み、新ラベルの商品に対しても従来より強い興
味を持っていただきました。

興味・関心が高まった手応え有り

「この製法なら高い価格の理由がわかる」と価格に
対する納得感を得やすくなり、初の県外売場につなが
りました。今まさにご案内が始まったばかり、さらなる
採用を目指して商談を重ねます。

伝えたことで価格への納得感向上

当社の“当たり前”が希少価値と気づいたデザイン

今まで自分たちは当たり前だと思っていた、昔ながらの製法の希少性を教えていただき感謝しています。初めてのデザインで
不安もありました。しかし、できあがった商品ラベルやパンフレットを見て、新たに取り組もうとしている県外向けの販路開拓
や商談に期待を寄せております。また、今後は製法の希少性などの情報発信にも取り組んでいきます。

㈲伊集院物産 会長　内立輪 勉氏

○家庭での揚げ物頻度が減少し既存店の売上減。 
○煉瓦窯を使い手間ひまをかけた昔ながらの方法
で製造しているが、うまく伝えられていなかった。

㈲伊集院物産（植物油等製造・販売等）
内立輪 優子氏
899-2513 日置市伊集院町麦生田181
☎099-273-5222
https://ijuinseiyu.com

#06  農園差別化のための商品とデザイン

農園ブランディングのための加工品

バイヤーさんから「1種類だとギフトにならない」と言
われたのが悔しくて…。「同じ柑橘でも出荷時期で香
り・甘さが違う」ことに注目、シリーズ商品化すること
に決めました。商工会に相談して小規模事業者持続化
補助金を活用、デザイナーさんにはコンセプトや「外国
人観光客にもわかりやすい数字やひらがなを使いた
い」などの要望をしゃべり倒しました。

バイヤーのひと言でギフトに向けてシリーズ化

売場で手に取るかどうかは見た瞬間に決まると言っ
ても過言ではありません。商品コンセプトやパッケージ
の重要性を踏まえてデザインの提案をもらい、それが
現在のパッケージ・デザインになっています。今後は「山
上農園」ブランドの世界観が、売場で一目でわかる仕
掛けづくりを行っていきたいと計画しています。

見た瞬間を左右するデザイン

柑橘農家の“ファーストペンギン”を支援したい

東日本大震災を機に大手企業の役員を辞め実家を事業承継されました。ジュースなどよくある加工品ではなく、青果の付加
価値であるコクと酸味を表現できるドライフルーツを商品化。その価値がシンプルかつダイレクトに伝わるパッケージを希望
されており、「長島大陸食べる通信」のデザイナーを紹介しました。食べ比べても、お酒と一緒でも楽しめる商品です。

垂水市商工会 経営指導員　岩川 信一氏（当時長島町商工会所属）

○柑橘農園そのもののブランディングのために、
加工品を手掛けることを決意。
○売場で伝わりやすいデザインが必要。

山上農園（農園経営・食品加工・販売等）
代表　山上 博樹氏
899-1402 出水郡長島町浦底3842-1
☎0996-86-2580
https://www.yamagamifarm.com/
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農園のブランドロゴ 農園の不知火 手漉き和紙でろ過された黄金色に輝く油

「普通の農家とは何か違う」ことが伝わるような加工品
を目指し、2012年から商品の構想を練り始め2016年に
本格始動。それが不知火をドライ加工した本商品です。

しらぬい



#08  初のお土産に取り組み売場が増加

黒糖を使った商品開発を考えていましたが、賞味期
限が短く難航していました。そんな時、友人のデザイ
ナー・BARIPAの脇素行さんから「大河ドラマが始まる
から土産物は？」と提案され、既存商品のリキッドコー
ヒーの黒糖版を作ることに。ラベルのデザイン案まで
作ってくれ、本格始動に向け商工会に相談しました。

デザイナーのアドバイスから商品開発に着手

商工会では商品開発の試作やデザイン費用の手当
てとして、小規模事業者持続化補助金を提案されまし
た。おかげで商品開発に集中できたほか、県の支援機
関からは展示会などの情報も得られました。

費用・商談機会の面で支援機関のサポート

当社は流通からのオファーで取引が始まることが多い
のですが、例えば城山ホテル鹿児島での展示会をきっ
かけにベーカリーでの取り扱いが始まりました。自分一人
で取り組んでいたら、新しい土産物売場とのつながりに
は至らなかったでしょうね。「リキッドコーヒー×○○」
という商品開発にこれからも取り組んでいきます。

展示会から新規の取引開始

事業者の熱い思いをサポートできるのは商工会の喜び

「新しい商品の案ができたのでアドバイスをいただきたい」とご相談をいただきました。コンセプトが明確で、新商品は販路
拡大につながる取り組みになると思い、これらに関わる費用について小規模事業者向けの補助金を活用してはどうかと提案
しました。完成に至るまでの社長の熱い思いに沿ってご支援できたことを嬉しく思っています。

日置市商工会 経営指導員　満留 玲子氏（当時かごしま市商工会所属）

○リキッドコーヒーを販売する中、黒糖使用の商
品を作りたいと考えていた。
○ヒントをもらいお土産として商品開発スタート。

課  

題

㈱KINENBI（店舗経営・コーヒー製造販売等）
代表取締役　畦地 貴行氏
891-0105 鹿児島市中山町2039-1
☎099-260-4091
https://kinenbirose.com/

#09  営業パンフレットで契約スピード・件数UP

当初、会社案内製作の予定でしたが、デザイナーと話
すうちOEM営業特化のパンフレットに切り替えました。
OEM製造の相談件数が増加する中、担当者により説明
方法が異なることでお客様の受け取り方に違いが発生
していることが弊社の優先課題と気付いたためです。

情報提供のばらつきを標準化すべき

OEM事業を見える化できた結果、契約スピードが上
がり成約件数も増加。パンフレット掲載商品に興味を
持っていただき、取引が始まったケースもあります。
新規取引先や既存取引先への営業だけでなく採用にも
役立ち、来年度大学新卒生が1名入社する予定です。

受注増に加え採用でも効果を発揮

今回のパンフレット作成で、弊社の製造技術やOEM
事業についての周知が進んでいることと、ご理解いた
だくスピードが上がったことを実感しています。
今後は、OEM事業に関連して商品のデザインや売り
方についての提案力をアップしていく計画です。

広がる認知に対しさらなる提案力の向上を

媒体の役割を明確に！必要とされる営業ツールとは

今回の製作では、OEMを検討している会社が「選びたくなる！」というパンフレットの役割を明確に共有しました。その上で、
必要な情報の優先順位を整理しました。営業担当の方の課題を知ることで、パンフレットが使われるシーンや、持ち帰った時
にどう機能するかまで想定して、アトスフーズさんの強みを活かした構成やコピーの提案を行うことができました。

デザイナー：久保 雄太氏

◯会社案内製作のため県主催「鹿児島の食と
デザイン」デザイン開発ワークショップに参加。
◯デザイナーとの打合せで狙いを特化。

㈱アトスフーズ（惣菜加工食品の商品開発・OEM製造等）
代表取締役　小田原 浩氏
895-0072 薩摩川内市中郷町6485-7
☎0996-22-5524
https://www.atusfoods.com/
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リキッドコーヒーの売場 こだわりのコーヒー豆 パンフレット表紙 付属の書き込み式シート



#11  水産業と大学生の接点づくりのために

「魚・水産業に興味がある大学生」に狙いを絞り、水
産企業経営者の方 と々何かできないかと考えたことが
きっかけです。イベント企画に当たっては、鹿児島大学の
水産学部生から意見をもらい練り上げましたが、新商品
のアイデア検討やその試食品調理、発表会は初めての
経験だったようで、先生も学生も大変喜んでくれました。

自社含め水産会社５社で共同開催

いつもの「売りたいもの＝商品」が「売りたいもの＝会
社」に代わっただけ、一定の反応を得るにはメディアの
デザインは必要です。SNSや先生経由で案内しましたが
フライヤーを見て（おもしろそう）と思ってくれたようです。

イベント参加を促すデザイン

好評だったので、継続的に行いたいですね。当初は５
社を知らなかった大学生たちが、「鹿児島におもしろい
水産会社がある！」と思ってくれたのは大きな成果です。
実際に今回のイベントをきっかけに、水産会社５社の
中の１社が１名の新卒採用につながりました。我々に
とっても学生の視点は刺激になり、大学・学生との接
点ができたのは広く良い影響が生まれそうです。

新卒生採用につながり、継続開催も

“絞る"ことで見えた、水産業界採用の新たな光

採用が難しい時代に最初にすべきことは、採用したい対象を広げるのではなく"絞る"ことです。絞ることで、対象となる人材
がどんな場に興味を持ちそうかが浮かんできます。このイベントは、まさに"絞る"ことが徹底されていて、水産学部生にとっ
ても参加メリットがあるだけでなく、鹿児島の水産業界の未来を明るくする夢のある企画となりました。

ワークショップ講師：㈱コヨーテ 代表取締役　菊池 龍之氏

○将来の右腕人材を探していたが求人に反応無し。
○県主催「鹿児島の食とデザイン」の採用デザイン
ワークショップに参加して合同イベントを検討。

㈱イズミダ（鮮魚の卸売・小売・水産加工等）
常務取締役　出水田 一生氏
893-0015 鹿屋市新川町830
☎0994-42-3510
https://www.izumidasengyo.com/

#10  高校生に会社を知ってもらうために

ワークショップでは、採用最優先ではなく、お店や会社
を知ってもらうという観点からイベントを検討しました。
内容は、店舗のバックヤード見学や高校を卒業して
間もない若手スタッフとの交流、商品試食会で構成し、
鹿児島市・鹿屋市の店舗で各３回ほど開催しました。

お店や会社を知ってもらうために

当初はデザインの必然性があるかわかりませんでし
たが、実際は多くの高校生に参加していただくなど、チ
ラシで一定の認知や反応が得られたと思います。視覚
的にわかりやすく親しみやすいチラシでした。

案内チラシは実施後に効果を実感

イベント参加者の中から高校を通じて応募があり、
若干名の採用につながりました。今後は高校側の意見
も取り入れながら、時期・回数・内容などさらなる改良
を重ねる必要があると考えています。
また今回の高校生向けイベントのほか、高校生以外
や他の地域でも展開できないか検討していく予定です。

応募があり、最終的には採用まで

良い就職・採用に大切なのは高校生と企業の相互理解

「思っていたのと違った」という理由で退職する新入社員を見るにつけ、会社や仕事に対する情報や理解が少ないままの採用
だったのでは…という疑念を持っていました。今回のイベントは、先輩社員の言葉でやりがいや苦労などを学生に伝えられ、相
互理解を深める重要な機会でした。就職先として選んでいただけるだけでなく、継続的な雇用にもつながると期待しています。

㈱フェスティバロ社 代表取締役社長　野村 春仁氏

○高校生の採用が計画通りに進まず見直しが必要。
○県主催「鹿児島の食とデザイン」の採用デザイン
ワークショップに参加してイベントを検討。

㈱フェスティバロ社（菓子製造・小売等）
総務課　一松 公四郎氏
893-0056 鹿屋市上野町1869
☎0994-43-3460
http://www.festivalo.co.jp/

～採用プロセスのデザイン ～採用プロセスのデザイン
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先輩社員による店舗紹介 パンフレットを用いた会社紹介 合同開催した5社の若手経営者 商品アイデア検討中



デザインのお悩み、

私たちも考えました。

デザイン
Q1

2

3

Q &A

社内でデザインの必要性を共有できません！

▲

経営者

「社内にデザインの前例がなく、現場から提案しても、気付いたら消滅している」
「世代によりデザイン感度が異なるため、共通認識を持つのが難しい」

時代とともに、お客様の価値観とライフ
スタイルは変化していきます。職人による
これまで続いてきた伝統の味や技、風味
を活かしながら、これから先の時代、社

会に合ったデザイン、大きさなど商品を変化させていくこ
とも必要です。会社や商品を「伝える」ためのツールとし
て、デザインを認識されてみてはいかがでしょうか。

デザインを必要とするかどうかはトップの
判断だと思います。また、トップかトップ
直轄のブランドマネージャーがデザイ
ナーさんと直接やり取りする環境が必須

です。弊社では、インナーブランディング（会社のビジョン
や価値観の共有）に力を入れるつもりで、時間はかかっ
ても、自ずとデザインの必要性や共通認識が揃ってくると
期待しています。

大正10年創業の湯之元の和菓子
専門店４代目。伝統の湯之元せん
べいやラムドラが大人気。

㈱梅月堂
代表取締役　石原 良氏

▲

デザイナー

広告や販促ツールなどの企画製作・
デザインを手掛ける鹿児島市在住
のアートディレクター・デザイナー。

㈱冨永デザイン
代表取締役　冨永 功太郎氏

▲

中小企業支援機関

中小企業支援を専門に行う経営指
導員。経営相談から事業承継まで
幅広い悩みを抱える企業に伴走中。

出水商工会議所　相談所長
経営指導員　田上 拓郎氏

▲

知的財産

特許・意匠・商標などの知財制
度の普及啓発を行い、知財活用
を推進。企業の経営力及び競争
力強化を支援。

九州経済産業局
知的財産室　神前 博斗氏

▲

コーディネーター

会社・商品・地域の効果的なデ
ザイン導入・活用から販売まで
のプロデュースを地域企業・行
政向けに展開。

㈱STUDIO K
代表取締役　中島 秋津子氏

石

原さ
ん

田

上さ
ん

Q 企業側の気持ちをデザイナーにうまく伝えられない。
「どんなデザインにしたいというイメージは、どうやって考えてデザイナーに伝えたらいいの？」
「デザインの前に会社・商品のアイデンティティの炙り出しが必要かも…」

その商品を見つめ直し、商品ができあがっ
た背景、歴史を踏まえ、どのような人に食
べてもらいたいか？ 作り手側の会社の成り
立ち、商品に対する思いなどを素直に吐露

することで、デザイナーにも作り手の気持ちや商品のイメー
ジが伝わると思います。会社は経営とものづくり、デザイ
ナーはデザインと、それぞれの立場から課題・テーマにア
プローチすると良い結果につながるのではないでしょうか。

企業の歴史や理念、商品の特性や思い、
ターゲット層や売場のイメージなど、可能
な限り教えてください。ただし、要点をうま
く引き出すのもデザイナーの役割。伝える

力は当然ですが、察する力もデザイナーには必要です。ま
ずは企業の本社や店舗、工場などに直接出向き、あらゆる
情報の収集や現場を肌で感じることが大切。それらをベー
スにデザインに落とし込むのがデザイナーの仕事です。

冨

永さ
ん

田

上さ
ん

Q 新商品の商品名、同じものが出てこないか心配です。
「商品のネーミングについて気を付けるべきことは？」
「他社商品と同じ名前をつけていたことが発覚した…」

他社が商標登録済だったネーミングを
使っていたことが発売後に発覚、ネーミン
グとデザインを変更し取引先に事情説明
をして再販した事例をここ鹿児島でも聞い

たことがあります。愕然としますよね…。自社の知的財産
を守るのと同時に、他社の権利を侵害しないことも重要だ
と思ったものです。まずは「特許情報プラットフォーム」で
簡易検索したり、知的財産相談窓口で専門家に相談する
ことがリスク低減の第一歩になります。

商品やサービスのネーミングは商標登録
することで類似する他人の使用を排除で
きます。なお、商標権は、文字・ロゴなど
からなる「商標」とその商標を使用する

「分野（指定商品・指定役務）」とセットで構成されるもの
で、「商標」のみが類似しても権利行使はできません。ま
た、商標登録できる言葉には一定の要件があり、商品の
品質や内容、製造方法などを直接的に表す文字のみで
は登録できないことにもご注意ください。

知
的
財産室

中

島さ
ん

※特許情報プラットフォーム　https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

〈鹿児島県内の知的財産相談窓口〉
INPIT鹿児島県知財総合支援窓口
892-0821鹿児島市名山町9-1鹿児島県産業会館中２階（鹿児島県工業倶楽部内）
TEL：099-295-0270　FAX：099-295-0274　Email：kagoshimachizai-manager@chiiki.inpit.go.jp 

デザインすると決めたら、

いろいろと疑問・悩みが

わいてくるもの。

デザインの導入・活用に

関するお悩みについて

デザインを使う人や作る人、

サポートする人たちに

答えていただきました。

questions & answers

Design



Q デザイン費はどの位？
「デザイン費の目安は？費用感がつかめず踏み出せない」
「見積書をどう判断すればよいか。見合うかどうか判断できない」

一番多いご質問です。デザインはすべて
オーダーメイド、デザイナーによって見積
書の項目や金額が変わるため、費用感を
つかむには見積りを依頼するのが一番で

す。その時はどんなものを作りたいか、次ページの「オリ
エンテーション・シート」のような項目について、伝えてみ
てください。また金額の妥当性は、「効果」という観点か
ら回収計画を計算してみると判断しやすくなりますよ。

意識していただきたいのは、たとえば商
品パッケージのデザイン費用は、仕入原
価に含めて、売価を設定していただきた
いということ。デザイン費用の判断は、想

定している粗利益を出せるように、仕入原価計算を行い、
その予算内でデザイン費を設定し、判断されてはいかが
でしょうか。小規模事業者持続化補助金などを活用でき
る可能性もあるので、商工会議所や商工会にご相談くだ
さい。

田

上さ
ん

中

島さ
ん

Q 商品・会社の認知度は高いがイメージがよくない…。
「ブランドの深み、魅力を作り切れていない。すべてが中途半端になっている」
「ブランディングしたいが、対象アイテムが多く、コントロールできるかどうか…」

現時点で意識的にブランド構築をされて
いないのであれば、まずは改めて現状を
ていねいに紐解いていくべきです。企業
の特性や強み、他者との違いなどを再検

証していくことで、ブランドの輪郭が見えてくると思いま
す。その際にデザイナーがいれば消費者に近い感覚や、
客観的な視点を得られるので、よりクリアーな目標が立
てられます。ブランドとは「一貫性」です。ひとつのブラン
ドを時間を掛けて作っていくために、長いお付き合いが
できるデザイナーを選ぶことが大切だと思います。

「ブランドは意図して作るもの！」、「大企
業と中小企業では手法や手順が違う」と
知り、お金や時間がかかっても絶対に作
り上げると覚悟を決め、理論（＝本）と実

践を行き来しながら試行錯誤し7年目です。昨年は、自
社や私自身の歴史、強み、志などを内側から探り、会社
のビジョンを掘り起こしましたが、達成に向けて、正しい
手法で地道に歩みを進めていくことがブランドを作って
いくと信じています。

石

原さ
ん

冨

永さ
ん

Q ユニークなパッケージ、真似されないようにするには？
「オリジナルな抜き型やパッケージ形状は知的財産になるの？」
「デザインに関連して商標以外の知的財産には何があるの？」

商品の中身やパッケージ・デザインに加
え、その形状も差別化を図る一つの方法
です。その際に注意したいのは、食品流
通上、支障がないかという観点です。業

態や売場によって棚の状態・サイズがフォーマット化され
ている場合があるので、目指す売場の棚や陳列状況と
合わせて事前の確認が必要となります。

パッケージの形・模様・色のデザインは
意匠登録することで意匠権として保護で
きる可能性があります。意匠登録するた
めには、そのデザインが今までにない新

しいものであること、創作性があること、量産できること
などの要件があります。また、立体的形状は立体商標と
して商標権でも保護できる場合があります。

知

的
財産室

中

島さ
ん

Q デザイン案の良し悪しを判断できません。
「複数のデザイン案から適切なものを選べているか、いつも不安」
「社内の意見とデザイナーの意見が違う時、どうすれば良いか」

デザイン案の判断は大事な分岐点、デザ
イン活用における肝なんです。ポイント
は、「案の判断」と「案の仕上げ」のため
の意見を区別すること。「案の判断」は「デ

ザイン開発の狙いや要件を熟知している人」が行うと効
果的。そのデザイン案の仕上げのための検証材料として、
感想や意見をデザイナーとていねいに検討。デザインに
反映するかしないかの判断や反映方法を間違うと、デザ
インの優れた点が台無しになってしまうこともあります。

消費者の判断は本能的で直感的。だから
気付いてもらったり、覚えてもらったり、あ
わよくば好きになってもらうためには結構
高いハードルがあります。その無意識な人

に伝えるという客観的な視点からデザイナーは判断してい
ます。例えば「陳列時に見えなくなるので容量表記の位置
を変更したい」といった機能面での指摘は反映するべきで
すが、「私はこの案が好き」といった主観的な意見は人に
より異なるので慎重な検討が必要です。

冨

永さ
ん

中

島さ
ん

Q 見た目を飾り立てる消耗品的なデザインに陥っている。
「作り手目線の情報発信になりがちな会社の体質を変えられない」
「商品コンセプトの前に、デザイン＝見た目から考えてしまっている」

デザインする上でコンセプトワークは不
可欠ですが、逆にコンセプトは立派だけ
ど仕上がりが理屈っぽく魅力的でないも
のでは本末転倒です。関係者が納得す

る、よく練られた企画書であっても、消費者が実際目にす
るのは商品のみです。説明的なビジュアルに陥らず、コン
セプトを魅力的に表現するデザイナーの力が必要だと思
います。

小さな会社の場合、「コンセプト（本当の
ところ誰にどういう価値を売っているの
か）」と「商品、価格、売場（4Pの一部）」
が決まっていれば、プロダクトアウト（作り

手目線）でいいのではないかと考えています。デザイナー
さんに、自分たちの思いや、らしさや、強み、商品特性な
どを可能な限り伝える努力をし、伝えるべきことの整理や
正しく伝える手助けをしてもらっています。

石

原さ
ん

冨

永さ
ん

Q デザインしたが変化や効果が感じられない…。
「ロゴマークをデザインしたが、活用しきれていない気がする」
「営業パンフを初めてデザイナーに依頼したが、反応が変わらない」

期待していただけにがっかりしますよね。
デザインが効果を発揮するには、デザイ
ンだけではなく商品や営業、経営など事
象丸ごとを、一定の戦略・狙い・コンセプ

トにもとづいて構築した場合が多いようです。逆にデザイ
ン導入だけで効果が出るのは、デザイン以外の要素が
整っている場合。デザインの適切性の検証と同時に、デ
ザイン以外の経営要素・事業要素の見直しを行って、次
の取り組みにつなげたいですね。

相性が良く、売れ行きにまで興味を持っ
てくださるデザイナーさんを選び、「どうい
うターゲットに、何を伝えたいのか」、「ど
ういう使い方をするのか」などを可能な

限り伝える努力が必要だと思っています。また、実際の売
れ行きや反応によっては手直しや見直しが必要になるこ
とも当然あります。デザインの力は大きいですが、伝える
ための手段なので、伝える中身も大切だと思っています。

石

原さ
ん

中

島さ
ん
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デザイン打合せのためのオリエンテーション・シート

デザインしたいものは何ですか？1

それは新規製作のもの？リニューアルするもの？3

なぜそれに取り組むの？4

それは何に関わるもの？

●デザインする対象についての特徴・情報

テーマ

【自社内】
最終決裁者：

担当者：

確認先：

デザインデータ（入稿先　　　　　　　　　　　　　　）　／　製作物（納品先　　　　　　　　　　　　　　）

【社外】
クリエーター

製作会社（印刷、容器包装など）

コンセプト

ターゲット（本デザイン開発により効果を発揮したい対象者は誰？）

特徴・アピールポイント（類似のものとの差別化ポイントは？） 類似のものとは？

使用／販売する場所、配布する相手

基礎情報

●デザイン開発及び製作の体制

●納品形態

　　　　年　　　　月　　　　日　　　【目的】

※最終納期までの段取りは別途詳細に詰めていく。

●スケジュール　いつまでに間に合わせる？

●備考 ●予算

総額 製作数 1個当たり

デザイン費

※デザイン費以外に、撮影費・イラストレーション料・設置料などが
　発生する場合があります。

￥

￥ @

印刷費
製作費

企業・団体　　／　　商品　　／　他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

新規　　／　　リニューアル

ロゴタイプ　／　ロゴマーク　／　名刺　／　社用封筒など事務用品

会社案内　／　コーポレートWEBサイト

採用パンフレット　／　採用WEBサイト

商品パッケージ　→　外包装　／　内包装　／　個包装　

　　　　　　　 →　シール　／　箱　／　袋　／　フィルム　　

包装紙　／　ショップバッグ　／　梱包用ダンボール

商品パンフレット　／　展示会用ツール　／　店頭用ＰＯＰ　／　店頭用什器

看板　／　施設サイン　／　営業車・配送車　／　ユニフォーム

他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2

※いずれの場合も現在使っているもの、参考になるもの、
　見本になるようなものを持参する。

※下記のような情報を別紙で添付。
・企業・団体：企業概要、事業領域、歴史、今後の方向性など企業・団体にとっての基本的情報。
・商品：商品の特徴、原料、産地、量、価格など商品規格書に記載するような事項。

サイズ・材質など

※決定済の情報、条件など
　あれば記載

デザイナーと会う前に考えておくと打合せが充実しスムーズになるシートです。
書き込めるところだけでも書き込んでみてください。
〈本シートのデータ〉鹿児島県のHP（「鹿児島の食とデザイン」で検索）、  ㈱STUDIO KのHP（https://studiok-co.jp）からダウンロードできます。

©STUDIO K inc.all rights reserved.



■数字でみる鹿児島の食とデザイン

［図１：行動促進モデル］

［図２：コンテンツ編成モデル］

■事業プログラム（表紙）

■デザインとの接点づくりから

～2013-2019～

目的
ゴール

地域
知見化

接点
拡大

興味
醸成

動機
付け

行動
イメージ

実行
ノウハウ

目的・ゴールの再設定

デザインの作用領域 行動促進モデルのステージ プログラム形式

A.経　営
接点拡大

興味醸成

動機付け

行動イメージ

実行ノウハウ

実行支援　

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

1. 事業プログラム
2. セミナー
3. トークセッション
4. ワークショップ
5. 展示会
6. ガイドブック
7. 出張講座
8. 個別相談

B.会　社

D.採　用

E.その他

C.商　品

地域知見化による接点拡大

※地域知見化：事業者の取組事例や成果、デザイン活用ノウハウを、地域事業者で共有し参考にできるよう、プログラムで共有化を図ること。

Ⅱ
Ⅲ

Ⅳ
Ⅴ

Ⅰ

開始当初、デザインを活用している食品関連企業やデザイ
ンに関心を寄せる経営者は多くはありませんでした。そこ
で、デザインへの関心を高めるための展示会開催や、多様
な接点を作り出すSNS活用、要望に応じて開催する出張
講座などにより、接点づくりを重視してきました。

■意欲醸成から実行支援まで
●行動促進モデル［図１］
デザインに関する課題というと「デザイナーを知らない」
「費用がわからない」などが指摘されがちですが、そもそも
デザインを使ってみようという意欲の醸成なくしては、行動
促進はできません。「伝える力」の育成というゴールに向け、
「伝えたい意欲の醸成」に始まり「行動化支援」に至る一
連の流れを重視、各ステージに応じたプログラム編成を行
いました。

■狙いに合わせたプログラム企画
●コンテンツ編成モデル［図２］
知識・ノウハウ偏重のセミナー連発にならないよう、デザイ
ンの作用領域×行動促進モデル×プログラム形式の３要
素を組み合わせ、プログラムを開発・編成しました。
①経営者が経営とデザイン事例を語るセミナー
②セミナーに合わせて開催するトークセッション
③習作ではなく世の中デビューに向けたワークショップ
④実物を質感含めて確認できる展示会
これらは、特に評価が高いプログラムです。

■本事業独自の企画運営ノウハウ
１：経営にビルトインするデザイン・デザイン思考という視点
２：聞いて終わりではない、腹落ちするセミナー企画
３：世の中デビュー前提のワークショップ運営方法
４：地域ニーズを発掘するアンケート・ヒアリングとその分析
５：デザイン導入・活用ノウハウを体系化
６：意欲醸成につながる事例の地域知見化
７：事業そのものをブランド化することで事業効果アップ

県主催「鹿児島の食とデザイン」のポイント

全プログラム数

72
参加者総数

※展示会来場者除く

2,741
のべ参加企業数

※社名記載無しを除く

社人 人646
展示会来場者数

※累計4回
5,212

講師数

72

実行
支援

Ⅵ

事例
創出

初期はパッケージ・デザインを中心とし、2016年度から「経営とデザイン」に重心を移しました。

鹿児島の食とデザインの事業設計



この事業を行う中で、「デザインよりものづくりの方が大切」「デザインで見かけ

だけ繕っても…」などの声をいただきました。本誌の編集が終わった今、その声

を聞いたらこんなふうにお答えします。

デザインは、「無いものを有るかのように見せる」ためのものではありません。

デザインは、「有るのに“見えていないもの”を見える化」してくれます。

デザインは理念、価値、戦略そのものです。

「有るのに見えていないもの」とは何でしょうか？理念やコンセプト、ものづくりに

対する姿勢、お客様への思い。ものづくりの根っこやバックボーンとなる大切なこ

と、それが「見えていないもの」です。大切なのに伝わっていないのです。バイヤー

にも、お客様にも、求職者にも、従業員にも伝わっていないのです。

デザインは、おしゃれにしたりカッコ良くしたりすることではありません。「作る努力

と売る努力」と言われますが、魂を込めて会社を経営し、工夫を凝らしてものづく

りをしているのであれば、お客様とより良い関係を築くために、喜んでくださるお

客様に届くように、デザインを使ってみませんか？

そうしてお客様とのコミュニケーションが増えていけば、フィードバックが届くよう

になります。気付きや発見が増え、商品や事業、経営への反映スピードが上がっ

ていきます。ブランディングとイノベーションの始まりです。

本誌は「鹿児島で伝え始めた人たち」のストーリーです。お忙しい中、アンケー

ト・ヒアリング・取材・コメントにご協力いただいた皆様のあたたかいご協力が

あって完成しました。改めて心より感謝申し上げます。

ここからさらに多くの、新しいデザイン・ストーリーが誕生することを願っています。

さいごに。デザインだけでは売れません。デザイン無しでも売れません。

結局、デザインには
何ができるの？

and more...!
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