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13:30 ～　はじめに

・シゴトツクールとは

・活動の記録について

14:30 ～　レクチャー

・ゲスト：西澤明洋氏

・「プロジェクトのブランド化」

16:00 ～　トークセッション

・西澤氏×山崎氏

16:20 ～　ワークショップ
・「しまのわエリアのブランディング」

17:20 ～　おわりに

2015 年６月 13 日（日）
13:30 ～ 17:30
広島県庁 自治会館
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「瀬戸内シゴトツクール」について

瀬戸内シゴトツクールが始まりました！

1
■ 当日のプログラム

生活 仕事

趣味
活動地域をよくするシゴト

　昨年実施した「瀬戸内しまの
わ 2014」に引き続き、今年度も
みなさんが地域を幸せにするた
めの実践をサポートします。
　本講座「瀬戸内シゴトツクー
ル」では、今の活動を地域をよ
りよくする“シゴト”にしたい
人たちが広島県と愛媛県から集まり、インプットと情報交換
をします。
　
“シゴト”とは、生計を立てるための「仕事」だけではなく、
暮らしに必要な「生活」とそして「趣味」や「地域活動」が
重なったところにあるもの。地域をよくするための活動を“シ
ゴト”にしていく可能性を 4回の講座を通して考えていきま
す。　
広島県内６地域で実施している地域内交流会「つながる会
議」や、「個別相談会」も併せてご活用ください。
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「瀬戸内シゴトツクール」について

　これから1年間、みなさんがそれぞれのプロジェクト（活動）に取組むにあたり、今あるつながりやプロジェ
クト（活動）の現状について記録するシートを作成しました。1年後、取組んできたことをふり返る際にぜひ
活用してください。

「つながりマップ」は、みなさんが持っている「つながり」を整理するためのものです。
●●はあなたが提供できるつながり、●はあなたがこれから得たいつながりです。
そうした点を意識しながら、これから1年間のシゴトツクールで交流を深めていきましょう。

活動記録について2
■ つながりマップ

定期的な打合せなどに参加するメンバー、使う場所やモノ、メディアを記入

イベントなどの際に手伝ってくれる人たち、使える場所やモノ、メディアを記入

参加してほしい人たち、使えそうな場所やモノ、メディアを記入

Vol.1
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■ 活動シート

　「活動シート」は、みなさんのプロジェクト（活動）の状況を整理するためのものです。
これから実現させたいことを念頭におきながら、プロジェクト（活動）に取組んでいきましょう。

①あなたの団体の現在の活動状況に合わせて印をつけてください。
　「運営」「拠点」「つながり」「資金」の４項目について、現状に当てはまるものを記入します。
　◎：とてもよくあてはまる　○：まああてはまる　△：あまりあてはまらない　×：全くあてはまらない

②あなたの暮らしにおける「生活」「仕事」「趣味」「活動」
　の割合を書いてください。
　1日のうちそれぞれにどれくらいの時間を当てているか
　を記入します。明確に境界を引けない場合は、一緒に
　なっていても結構です。

③３年後にどんな活動でありたいですか。
　そのために今年度取組みたいことは何ですか？
　活動を継続した先にある理想を思い描きな
　がら、そこにつながる今年度のステップを
　考えましょう。
④今年度の目標を達成するために、行政、企業、 
　他の団体等にサポートしてもらいたいこと
　はありますか？
⑤あなたの団体の今年度の活動状況を記録し
　ましょう。
　活動の継続や発展に関する出来事を記録し
　ておきましょう。

かせぎ
(8h)

あそび
(8h)

やすみ
(8h)

WHOによる
理想の1日(24h)

studio-Lによる
理想の1日(24h) 仕事の道楽化

かせぎ
(6h)

つとめ
(6h)

やすみ
(6h)

まなび
(6h)

かせぎ
(6h)

つとめ
(6h)

やすみ
(6h)

まなび
(6h)

あそび
(18h)



1976 年滋賀県生まれ。株式会社エイトブランディングデザ
イン代表。 「ブランディングデザインで日本を元気にする」
というコンセプトのもと、企業のブランド開発、商品開発、
店舗開発など幅広いジャンルでのデザイン活動を行ってい
る。「フォーカス RPCD®」という独自のデザイン開発手法に
より、リサーチからプランニング、コンセプト開発まで含め
た、一貫性のあるブランディングデザインを数多く手がける。

講義「プロジェクトのブランド化」3

■ ブランディングとは何か？

■ ブランディングデザインに必要な３つの条件

4

ゲスト講師

ブランディングデザイナー 西澤明洋氏

良さを伝えたいと思ってもらえるかが大切です。

　ブランディングデザインで大切なことは、メッセージが伝播していろいろな人に伝わっていくか、伝言
ゲームにどれだけの加速度を持たせられるかということです。それをみなさんが取り組んでいるプロジェ
クトや、実社会や仕事のなかで活かしていこうというのが今日の話のポイントです。

　今日覚えて欲しい重要なポイントは、「ブランディング≒差別化」とい
うことです。差別化とは他とどう違うのかをお客様に伝えること。目立つ
ことが目的ではありません。
　もう１つ覚えて欲しいことは「ブランディング≠マーケティング」とい
うことです。マーケティングは簡単にいうと「売るゲーム」のこと。単純
な原理やルールに基づけば、物が売れるというものです。
　
しかし、ブランディングデザインはそれほど単純なものではありませ
ん。大切なのは、「ブランディング≒伝言ゲーム」ということです。お客
さんが何か商品やサービスに触れた時に、自分の知り合いや家族にその

　どんなサービスでも最終的には人が絡みます。関わる人たち全員にしっ
かりとメッセージを伝えるためには、はじめに発信する「トップの熱い
思い」が一番大事です。

　次に大切なのが「良いモノ」です。たとえ良いモノでなくても、はじ
めの売り上げを上げることはできます。しかし良いモノでないと継続的
に売れ続けることは難しい。モノ自体のレベルが低い場合、ブランディ
ングデザインをする意味はあまりありません。

　その上で、「プロフェッショナルチーム」が必要です。通常、企業が
かける力のバランスとしては、つくる力に比べて伝える力は50％くらい。
そこに私たちが「伝えること」のプロフェッショナルチームとして入り
ます。ブランディングデザインとは、良いモノを伝えることをお手伝い
することです。
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　私たちは、ブランディングデザインを行う際に「フォーカス RPCD」
という方法で取り組んでいます。わかりやすく言うと、PDCA のデザイ
ン版だと考えて頂ければ良いかと思います。R はリサーチ、P はプラン
ニング、Cはコンセプト、Dはデザインです。それぞれの段階で常にフォー
カスし続けることが重要なので、中心にFがあります。

　ブランディングデザインは伝言ゲームだとお話ししましたが、「キー
ワードが多すぎる」というのが伝わりにくくなる最大の原因です。コン
ビニで水を買うのに、お客さんは 2 秒くらいで決めています。その短時
間にたくさんのメッセージを伝えようとしても無理ですよね。

　伝えたいメッセージを絞るためには、「リサーチ」が重要です。その
際に市場と自社の両方の状況をリサーチしてしっかり把握することが大
切です。消費者はいろいろなものから選びたいという心理を持っている
ので、差別化するためには、まず他社のコンセプトを確認するのです。

　一番やってはいけないのは、他社の戦略の後追いです。お金をかけて
強引にプロモーションすれば先行商品に勝てる場合もありますが、お金
がないところからコツコツやりたい人は、入念に市場をリサーチして二
番煎じにしないことが大切です。

　次のプランニングの段階では、リサーチをもとにポジショニングを決
めます。リサーチで見えてきた自社の良いところ探しをするとともに、
市場の中で自社の強みを明らかにし、違うところ探しをします。

　コンセプトの段階では、「ブランドコンセプト」と「ブランドステイ
トメント」の２つをつくります。ブランドコンセプトはシンプルなメッ
セージが良く、誤解なく伝えるためにもコンセプトをさらに詳しく説明
した300～ 500文字くらいのブランドステイトメントをつくります。

　デザインは伝言ゲームを加速させるものです。コンセプトの具現化に
向かってトータルデザインしていくことが重要です。営業がもつパンフ
レット、web サイトなど、お客さんの触れる全てのモノが統一してデザ
インされていることでメッセージがより伝わりやすくなります。

　デザインはメンテナンスし続けることも重要です。ブランディングデ
ザインは、はじめのデザインができた瞬間が実はスタートです。市場が
常に変わり続けるので、それに影響されて当初のコンセプトがぶれない
ようにメンテナンスをしていきます。

■ ブランディングデザインの方法論

　その上で、「プロフェッショナルチーム」が必要です。通常、企業が
かける力のバランスとしては、つくる力に比べて伝える力は50％くらい。
そこに私たちが「伝えること」のプロフェッショナルチームとして入り
ます。ブランディングデザインとは、良いモノを伝えることをお手伝い
することです。



討論「社会活動とブランディング」4
西澤さんには、企業と一緒に取り組んだプロジェクトの話をしても
らいましたが、地域で活動している人も「良いことをやっているが
伝わらない」という意味では企業と同様の課題を抱えているのでは
ないでしょうか？

近江商人の間では「三方よし」という考え方があります。自分も得
するし、お客さんも得するし、社会もよくなる、ということで、実
は社会活動も同じではないでしょうか。一番やってはいけないこと
は、「社会に良いこと」から入ることだと思いますね。社会的に良
いことが必ずしも自分がやりたいことではないからです。無理して
やりたくないことをやっても長続きしませんよね。

studio-L

山崎 亮 氏
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私も 10 年前に起業したときに、「人と人のつながりで地域を元気に
する」ということをテーマにしました。この考え方をより多くの人
たちに伝えていく努力をすることが大切だと思っていて、自分たち
の活動を知ってもらい、依頼を受けてはじめてプロジェクトができ、
応援する仲間も徐々に増えていきます。
みなさんも地域で活動する際に、自分たちの活動をもう一度見直し、
伝える努力をしてみることが大切だと思います。そのためのヒント
に今日のレクチャーが位置付けられるのではないでしょうか。

それは社会だけではなくて、会社に置き換えても同様ですね。会社
のためにというモチベーションだけだといずれ無理が出てきます。
西澤さんの言う通り、せめて社会活動は自分がやりたいことからス
タートしたいところですね。この中にはすでに実績のある人たちも
いると思うので、その人たちは「伝えること」に比重を置いても良
いかもしれません。自分たちの活動を正しく伝えて、応援してくれ
る人を増やすということは大切ですよね。

西澤明洋 氏

自分がやりたいことを起点にすることは大切ですが、自分だけがや
りたいことではだめだと思うんです。私は、「デザインマネジメン
トを極める」というテーマをもって大学からずっと続けています。
その後、自分で起業したときに「ブランディングデザインで日本を
元気にする」というテーマにしました。私自身はデザインマネジメ
ントを極めるということで充実しますが、同時にスタッフもクライ
アントも共感して幸せになれるようなテーマが必要でした。

Vol.1



Research

ブランディングのプロセ
スと事例をもっと詳しく
知りたい方、講座の内容
を復習したい方へ。
『ブランドをデザインする！』
（パイ・インターナショナル）
2,500 円＋税

生活感
住みやすい
人とのふれあい

四季を通じて
遊べる

自分のできることややり
たいことを整理したい方
へ。起業・独立したい人
は必読です。
『新・パーソナルブラン
ディング』（㈱宣伝会議）
1,600 円＋税
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ワーク「しまのわエリアのブランディング」5
西澤さんのブランディングの手法である「フォーカスＲ
ＰＣＤ®」を使って、「しまのわエリアにおけるブラン
ディングをテーマに、Research（リサーチ）→Plan（プ
ラン）→Concept（コンセプト）までのブランディング
プロセスを体験するワークをしました。非常に短い時間
の中で難しいテーマだったかと思いますが、ぜひじっく
りと時間をとって取り組んでみてください。

海側の人だけのチーム、山側の人と海側の人のチーム、広島県だけのチーム、愛媛県と広島県の人の
チームなど、集まった人たちの組み合わせによって、出たキーワードに違いはありましたが、多く出
た意見をご紹介します。

■ ワークで出た意見

もっと学びたい方はこちら！

Research

Design Concept

Focus

Plan

Design Concept

Focus

Plan

SLOCAL
（スローカル）

生活感
まるだし

しまのわエリア

青の
マリアージュ

しまのね
（音）

海産物　柑橘類　お好み焼き　
橋　船旅　歴史　水軍・海賊　
多島美　夕景　サイクリング　

しまのわエリア
にある資源

コンセプトを
示すデザイン

数ある資源のうち
他と違うところ

フォーカスする
ポイントを言葉で
表現する

手づくり感
あったかみのある
青×レモンイエロー
青×オレンジ
海と空の青＆山の緑

マリンスポーツ　
おだやか　ゆったり
のんびり　カープ



アドバイス6
西澤さんと山崎さんからみなさんへ、アドバイスをいただきました。
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参加者の声7

お知らせ8
■ 次回は 7 月 25 日（土）

「フォーカス RPCD®」シート使い、みなさん
自身のプロジェクト、あるいはみなさん自身の
ブランディングについて考えて来てください。
提出いただいたものは１つ１つコメントをつけ
てお返しします。

■ 宿題

ブランディングはコミュニケーションゲームです。自分の事だと
思って真剣に考えすぎると息詰まってしまうので、日頃の生活から
ヒントを得るのがいいでしょう。私はお店や商品を分析するゲーム
をよくやっています。つくるフローが頭に入ってくると、企業がやっ
ているものが練りに練られた作品だということがよくわかり、気付
けることがたくさんあります。その積み重ねで頑張ってください！

自分たちの活動のブランディグを考える際は、しまのわエリアのブラ
ンドも自分たちの活動の要素につながるはずです。その要素を少しで
も取り入れて活動していけば、しまのわエリアが「こういうところな
んだ」と認識されるようになります。それを共通概念にして、個々の
ブランディングをしていくところから、地域のイメージがつくれます。
その最初の一歩を始めるつもりで、まずやってみましょう！

「瀬戸内シゴトツクール ニュースレター」Vol.1　　発行元：広島県商工労働局海の道プロジェクト・チーム

〒730-8511　広島市中区基町 10-52　　TEL：082-513-3250　　編集・制作：studio-L　　発行日：2015 年 7 月 17 日

次回は「連携プロジェクトをつくる」という
テーマで、海士町から３名のゲストをお呼び
します。地域の人と連携するにはどうしたら
よいのか、連携するとどんな展開があるのか、
お話いただきます。

学びになった
55％

やってみたい
25％

その他
考え方を取り入れたい もっと交流したい

参考になる話が聞けた
地域の課題解決の
アイデアとなった

自分達の活動を言葉で表現したい
自分の地域や団体でブランディングを考えたい

ワークが少し難しかった

みんなでしまのわエリアを
考えられて楽しかった

Vol.1


