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PROFILE

アイアンオー㈱勤務。1984年富山県生まれ。2011年TOYAMA 
ADC賞受賞。広告制作の他、グループ展への参加や企画展の運営を
重ね、今年二人展を開催。

シャボン玉のようであり、宇宙のようでもある不

思議な世界。何気ない日常の道具も、ちょっとし

た遊び心で、新しい発見につながる。そんな楽し

さを、デザインで追求していけたらと思います。

COVER

グラフィックデザイナー

北村 隆 Ta k a s h i K i t a m u r a

商 品 開 発
事 例 紹 介

昨年11月から販売がスタートしたusuiworks株

式会社の「chii（チイ）」シリーズは、小さな木片で空間

の隙間を彩る家具・生活用品の新ブランド。これま

で建築の構造材や内装、家具などによく使われてき

たOSBを使っているのが特徴だ。小さな木片を材

料にしたOSBは、合板や集成材よりも木材の利用

率が高く、家具用材として使えない小径木や曲がっ

ている木材も材料にできるため、現代の環境に配慮

した素材だと言う。

現在、プランター、ベンチ、椅子、デスク、デスクハン

モック、ゴミ箱など9アイテムを、白とグリーンの2色

で販売中。いずれの商品もOSBの木片の白木の素材

感を活かしたままウレタン塗装が施されていて、特に

プランターが人気となっている。プランターは3号サ

イズで1,575円（税込）という手頃な価格設定だ。

また、「隙間を彩る」というコンセプト通り、テーブ

ルは最も小さいサイズで天板が60センチ角という

コンパクトさ。これまであまりなかった規格で、都

会暮らしの住空間をより豊かにしてくれるような、

都会暮らしの空間を、より豊かに楽しく。

楽しさに満ちたラインナップだ。

人気のプランターについては、すでに東京都内の

フラワーショップでの取扱いがスタート。また、全

アイテムは、デザインを担当した小林幹也さんの

ショップ「タイヨウのした」や、webでも販売中だ。

ベンチやテーブルについても、家具店などでの取り

扱いが始まっている。

chiiは今年度の「富山プロダクツ」にも選定されて

いるが、元々は黒やメッキ仕上げのアイテムもあっ

た。しかし、色数が多く、ある程度絞った方がいいと

言う富山プロダクツ選定委員のアドバイスもあり、

白と緑に統一され、製品化されている。

usuiworksは本社・工場を富山市に置き、ゼネコンや

工務店、内装会社などを得意先とし、特注家具を中心

に事業展開をはかってきた。今回は新たな自社ブラ

ンド開発に取り組むため、当デザインセンターのデ

ザイナー紹介支援事業で、小林幹也さんとのコラボ

が実現したもの。今後は、さらなる販売とPRに向け

て、本格的に始動していきたいと碓井社長は語る。

usuiworks㈱×小林幹也

usuiworks株式会社
富山市下赤江町1-6-9

TEL076-432-6969　FAX076-442-1752
http://www.usuiworks.co.jp
http://www.dhub.jp

これまでに富山県内企業のデザイン・商品開発などにおいて、

数多くのものづくりを支援してきた富山県総合デザインセンター。

今回は、昨年商品化され、販売がスタートした、usuiworksの「chii」と、

ナガエの「collinette」の事例をご紹介します。

chii
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株式会社ナガエのブランド「naft」で昨年9月から

発売されている「collinette（コリネット）」は、デザイ

ンウエーブ開催委員会主催の富山プロダクトデザ

インコンペ2011で、グランプリを受賞した松山

祥樹さんの作品を商品化したもの。多くのメディ

アに取り上げられ、販売先も東急ハンズ、恵比寿三

越、SEMPREなど、大手百貨店やインテリア・雑貨

ショップへと広がる。3月にはTVで取り上げられ、

生産が追いつかない状況だ。

collinetteは、アルミのひんやりとした感触とやわ

らかなフォルムが特徴のつぼ押しで、体のあらゆる

つぼを気持ちよくマッサージできる。これまでにな

いデザイン性の高い健康器具として、また、インテ

リア雑貨としてもお洒落な存在感がポイントだ。

販売にあたっては、単品のほか、坂本龍一氏が発起

人の森林保全団体、モア・ツリーズの間伐材を使っ

たマッサージオイルとのセット販売もある。専用

のポーチ付で、単体価格は1,995円（税込）。マッ

サージオイルとのセット価格は3,150円（税込）

と手頃な価格で、オイルとのセットは贈り物とし

ても人気がある。

商品化にあたっては、より手に馴染む、持ち易いカ

タチにするため、当デザインセンターとデザイナー

の松山さんが、何度もモックアップを作り、細部ま

で検討を重ねた。素材についても、ナガエでは、さま

ざまなアルミを検討。同社の長年のアルミダイカス

ト技術を活かし、変色がしにくく光沢のでやすい素

材が選ばれ、商品化されている。

「ロングライフデザインを目指すnaftブランドの

定番としてだけでなく、世の中の定番になってほし

い」と語る広報担当の香川愛さん。同社デザイナー

の今岡正和さんも「今後は、企業のノベルティや

シーズンギフト商品も企画開発し、販売を強化して

いきたい」と話す。従来、インテリア用品中心だった

naftブランドだが、collinetteによってファッショ

ン、ビューティ、バラエティ雑貨などの新分野への

進出に成功。naftブランドの牽引役としても、素材

を含めた、あたらしい展開に、さらに期待が高まる。

株式会社ナガエ
高岡市荒屋敷278

TEL0766-31-2797　FAX0766-31-6777
http://www.nagae.co.jp

つぼ押しで、naftブランドが新分野へ進出。

㈱ナガエ×松山祥樹collinette
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　 能作 幾代
nousaku 店主
能作建築設計事務所 主宰

「ものづくり」の街「高岡」ではデザインに触れる場が多

くある。26年もの歳月を重ねた「高岡クラフト展」も

その一つ。クラフト展で、眼にかなったとっておきのデ

ザインの作品を買い求め、日常で使うことが楽しみと

なっている。

http://www.ccis-toyama.or.jp/takaoka/craft/

高岡クラフト展の作品

のうさく・いくよ／ドレスメーキング、チーズプロフェッ
ショナル、インテリアコーディネーター、一級建築士。「衣・
食・住」を通して、日々の暮らしを楽しんでいる。

　 大澤 寛
CHILLING STYLEオーナー

おおさわ・ひろし／富山市民プラザで雑貨店 ｢CHILLING 
STYLE｣ を運営。和のもつ居心地の良さと北欧が持つ高いデ
ザイン性を融合する。をテーマに雑貨をセレクト、販売してい
ます。最近個人活動で北欧の皿をシェアする ｢北欧長屋ノ会｣
も始めました。

異色のコラボアイテムです。てのりごちさんを通じて自分

と向き合い、錫の清浄感が心も綺麗にしてくれる。便利とか

フォルムとか超越した、てのりごちさんだけの世界感にただ

ただ驚いたのでした。日本人独特の精神性がふんだんに盛

り込まれています。何にも似ていない独特なアイテムです。

http://www.nousaku.co.jp/   http://www.tomsuma.jp/

トムスマ×㈱能作 「てのりごちさん。」
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　 でこりん（炭岡里央）

似顔絵やさん/イラストレーター

ワインがすっごく綺麗な色をしてるので、美味しそう！

のみたーい！が第一印象でした。それからなんで歯なの

か気になって、ついつい詳細を調べてしまいました。人

に興味をもってもらえるデザインができる人って、すご

いなあ！［デザイン：後藤耕太］

http://blog.goo.ne.jp/eatwinetoyama1234

食とワインのフェスティバル

EAT WINE! TOYAMA 2012 ポスター

でこりん／高岡市生まれ。イベントにて似顔絵やさんを出
店。ほか、ウェルカムボード製作やイラスト製作を行ってい
ます。図工女子1期生。
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03　 Shimoo Design
下尾和彦、下尾さおりによる
ユニット家具作家

しもおでざいん／互いに家具作りの修行を経て、富山市八尾
町にアトリエを設立。「美しい道具」をコンセプトに、日本の
文化や美意識を現代のライフスタイルに落とし込むことを
目的としている。あくまでもMADE IN JAPANを基本に、流
行や時代を感じさせない「日本の美」を追求する。

今ではスタンプ式の判やプラスティック製の朱肉入れも主

流だが、大きな契約時や大切な判を押すときにはやはり良い

道具を使いたいものだ。真鍮の心地のいい重感、日本の「家

紋」をモチーフにしている上品なデザインがとても美しい。判

を押すという単純な行為だが、道具が良ければ気分もいい…

http://blockdesign.info/

山﨑義樹氏 真鍮鋳物の朱肉入れ「紋」
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みやた・ゆみよ／富山市生まれ。第52回富山県デザイン展
［県知事賞］、TOYAMA ADC2012［グランプリ］、第54
回全国カタログ・ポスター展［日本印刷産業連合会会長賞］、
2013年［JAGDA新人賞］などを受賞。

　 宮田 裕美詠
ストライド  グラフィックデザイナー

味覚や食感はもちろんのこと、美しさと愉しさのある

洗練されたデザインも魅力。250年の歴史がある「薄

氷」をベースに、干支をテーマに展開。今回初めて天然

の材料で風味付けされており、進化し続けるところも

また素晴らしい。

http://www.usugori.com/

五郎丸屋「干支の薄氷」
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　 折井 宏司
㈲モメンタムファクトリー・Orii
代表取締役

おりい・こうじ／ 1970年高岡市生まれ。高岡銅器の伝統的
着色技法を応用し、銅板・真鍮板・鉄板へ新たな発色を確立。
内壁素材・インテリア・エクステリア用品・クラフト作品など
様々な分野に提案を広げている。

まず…インパクトがある！購買欲を引き立たせている。

ブランドイメージが確立されたデザインであると感じ

た。 いいモノを職人として作り続ければ良い！と思って

いた自分に、パッケージやブランドイメージのデザイン

も考える良いきっかけになった。［デザイン：中山真由美］

http://www.taruzo.jp/

蔵産業㈱
寒中 仕込かぶら寿しパッケージ
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さまざまな分野で活躍する県内外30人のみなさんが、

お気に入りの「とやまデザイン」をセレクト。

今回選ばれた幅広いジャンルのデザインから見えてくるのは、

富山の人々のものづくりへの情熱であり、意識の高さ。

長い歴史や伝統、文化、そして技術を背景に、

それらを磨き続け、いまの時代に合わせて再編集されたものたち。

日常使いの道具の一つひとつに、思いを込めて、

あたらしい時代の「とやまデザイン」が、ここから見えてくる。

特 集
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　 大井 久美子
㈲ストアインク
富山オフィス 編集部

富山の“おすそわけ”の風習を生かして、富山の良いもの

を集めてブランド化する視点が、とてもユニークだと思

いました。また、富山のものだと分かりやすいロゴ、統一

感のあるパッケージデザインが好きです。［デザイン：

中山真由美］

http://osusowake.toyamadesign.jp/

越中富山 幸のこわけ

おおい・くみこ／月刊「フリーマガジンFavo」富山版・呉西版
の編集ページを担当。富山県内に溢れている様々なヒト・モ
ノ・コトを、Favo独自の視点で紹介する。

　 前田 一樹
富山大学芸術文化学部 大学院教授

氏の手掛けるルアーとは、人間の目ではなく、魚の目か

らデザインしたものである。海中の光と魚眼の関係、海

中での流体からルアーの動きを設計、自ら漁師となり魚

の専門家として製品開発をする、数少ないプロフェッ

ショナルと言える。

http://www.tappcraft.com/

　 羽田 純
geibun gallery キュレーター／
グラフィックデザイナー

オトナな漢達のアマチュアロックバンド「ダムダム団」

が、シンボルマークの弾丸を勢い余って実際に作った。

県内の原型師や鋳物屋を駆使した、純富山産至極の一品

だ。しかもここまで作っておいて、モノをろくに流通さ

せなかった彼らの投げっぷりにも「オトナ」を感じずに

はいられない。

http://www.dumdum.jp/

ダムダム団の弾丸

はねだ・じゅん／大阪府生まれ。秋田公立美術工芸短期大学、
富山大学芸術文化学部を経て、現在高岡市の芸文ギャラリー
キュレーターを担当。地域の魅力を新しい切り口で編集・構
築している。

丸山達平氏のルアーデザイン

まえだ・かずき／「センバツ高校野球大会」優勝メダル、「び
わ湖毎日マラソン」ポスター、「プラマーク」、和紙作品ギネ
ス認定保持、New York ADC 金賞他、受賞多数
ロンドン国際広告賞 審査員

　 石井 陽一
アイアンオー㈱代表取締役

初めて見た時、佐藤可士和さんのデザインだと思った。

漢字をモチーフにしたマークが、あまりにも美しかっ

たから。モダンでありながら、漢字の味わいがある。世

界と日本の融合という、同館のコンセプトにも通じる。

http://www.rakusuitei.jp/

樂翠亭美術館 シンボルマーク

いしい・よういち／広告会社のコピーライターを経て、
1982年広告制作会社を設立。富山コピーライターズクラブ
代表委員、富山県広報デザインアドバイザー、富山県特産品
アドバイザーなど。

　 松井 紀子
㈱松井機業

まつい・のりこ／富山県南砺市にある明治創業の松井機業の
三女として生まれる。2010年にUターンして以降、城端絹
の魅力を広めるため、時代に合った商品を次々と開発し、注
目を集めている。

「久乗おりん」と出会ってから「音」というものの身体に

対する影響を改めて実感するようになりました。「おり

ん」が奏でる自然界の音と同じ1/fのゆらぎは芯から癒

してくれます。［デザイン：磯野梨影］

http://www.kyujo-orin.com/

㈱山口久乗 「優凜シリーズ どありん遊」

　 山﨑 義樹
プロダクトデザイナー

人生において、転機となるデザインに出会う瞬間がある

と思います。FUTAGAMIは僕にとってまさにソレで

した。人が見えるデザイン、手の跡が見えるデザイン。

出会えたことに感謝したい、そんな「とやまのデザイ

ン」です。［デザイン：大治将典］

http://www.futagami-imono.co.jp/

FUTAGAMIのプロダクト

やまざき・よしき ／ 1976 年富 山 県 生 ま れ。2011年
「BLOCKDESIGN」設立。ブロックをちょっとづつ積み重ねな
がらデザイン。かわさき産業デザインコンペ2012グランプリ。

　 能作 克治
㈱能作 代表取締役社長

海と山に恵まれた風土や食、技に育まれる幸の数々を「お

すそわけ」の形と心に届けることをコンセプトに作られ

たおみやげの統一ロゴマーク。初めて富山空港で見かけ

た時、ユーモラスで落ち着きのあるロゴマークが目に飛

び込んできた。富山の人柄、文化、歴史をひと眼で感じさ

せる素晴らしいデザインである。［デザイン：中山真由美］

http://osusowake.toyamadesign.jp/

越中富山 幸のこわけ  ロゴマーク

のうさく・かつじ／福井県生まれ。大阪芸術大学、新聞社勤務
を経て現職。金属溶解一級技能士。「素材とデザイン」をテー
マにオリジナル商品を開発。現在、東京に直営店3店舗。

16　 黒田 昌吾
漆工芸家・書家

最近テレビで頻繁に「東京駅丸の内駅舎」が紹介されてい

ます。サッシは三協アルミ製と知り、高岡のものづくりの技

術に誇りがもてる大変うれしいニュースでした。木の風合

いをアルミで表現し、シンプルで主張しすぎず、レンガ造

りの外観とよく融合していると感じました。東京駅に行く

たびに誇りに思い、県外の人にも自慢したいと思います。

http://alumi.st-grp.co.jp/

三協アルミ「東京駅専用ビル用サッシ」

くろだ・しょうご／1963年高岡市生まれ。86年富山大学卒。
［漆工芸］日本クラフト展審査員特別賞。高岡クラフト展金賞。
伊丹国際クラフト展優秀賞。朝日現代クラフト展招待出品。

［書］日展入選。県展大賞。創玄展理事長賞。毎日書道展毎日賞。
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　 中山 真由美
㈲ファイン・プロジェクト
アートディレクター／グラフィックデザイナー

なかやま・まゆみ／「富山をデザインで元気にする！」がモッ
トー。デザイン担当の「越中富山お土産プロジェクト 幸のこ
わけ」は、2011年度GOOD DESIGN賞を受賞。

高岡市でのイベント「金屋楽市」で見て一目惚れ。美しく

て繊細、モダンなフォルム。富山発の製品もデザインは県

外というケースが多いなか、職人と向き合い、一からトー

タルにつくり上げて、ソフトが地元に根づく点も好感が

持てますね。

http://blockdesign.info/

山﨑義樹氏 真鍮鋳物の朱肉入れ「紋」

1413　 濱田 修
濱田修建築研究所 代表取締役

豊かな自然の静寂さと厳しさ合わせ持つ立山の風土が

陶芸に吹き込まれていて、移ろう気候が目に浮かんでき

ます。見る人たちの心を立山へと導く作品ばかりです。

http://shakunaga.jimdo.com/

陶芸家 釈永由紀夫氏の作品

はまだ・おさむ／ 1961年魚津市生まれ。84年近畿大学理
工学部建築学科卒業。87年石井和紘建築研究所。93年濱
田修建築研究所設立。2010年金沢工業大学非常勤講師。
06年日本建築学会作品選奨（福野の家）。08年グッドデザ
イン賞中小企業庁長官特別賞（そば蕎文）

11 　 島津 勝弘
島津環境グラフィックス㈲代表取締役
クリエイティブディレクター

しまづ・かつひろ／公益社団法人日本サインデザイン協会 
／副会長、日本サイン学会／副会長、JUDI都市環境デザイ
ン会議／北陸ブロック幹事、富山県・山梨県・上越市景観アド
バイザー、医療環境デザインアドバイザー。

光岡自動車から昨年末に発売された3輪EV自動車。すで

に佐川急便の佐川女子が都心を中心に配送するメイン

カーとして運用が始まっていて、まさに今の時代のニー

ズを捉えていて、配送車としてだけでなく、離島や高齢

者の運用も期待される、新たなとやまデザインである。

http://www.mitsuoka-motor.com/
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光岡自動車「3輪EV自動車 ライク-T3」
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　 羽根 由
㈱PCO代表取締役

富山市の黒、シルバー、ホワイトのセントラムは、四季

や人々の営みの色彩を際立たせ、街に品格を漂わせな

がら走る。絵の額縁のようなビル群にはさまれて、立山

連峰が浮かびあがる中、セントラムが動くさまは、とり

わけ美しい。

http://www.city.toyama.toyama.jp/

路面電車 セントラム

15

はね・ゆう／広報やコンベンションなどの企画・制作を通じ
て、県内の特産物やおみやげの開発にも関わる。越中富山 幸
のこわけ委員、富山県特産品アドバイザーなど。
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　 SOMA DESIGN
ディレクター／デザイナー

高岡銅器400年に受け継がれる金属鋳造技術を活かし、

産声を上げたばかりのブランドです。その魅力は確かな技

術に裏打ちされたデザインへの新たな挑戦が特徴です。

この商品は元来の鋳造技術への挑戦から生まれた「鋭」、

「薄」、「軽」の脚部と、日々の気分で交換可能な日本の花か

らインスピレーションされたトレイ構成が魅力です。

http://www.kanaya-t.jp/

KANAYA 「トレイシリーズ SO+01」  

そーまでざいん／ 2006年ファッション、グラフィック、プ
ロダクト、映像などヴィジュアルディレクション及びデザイ
ン活動を開始。2007年春夏より東京コレクションに参加
する「SOMARTA」のショープロダクションからアートディ
レクションを手掛ける。

　 澄川 伸一
プロダクトデザイナー／
澄川伸一デザイン事務所代表

一度見たら忘れることができない独特の存在感。五十嵐さ

んらしい「ほっとするフォルム」とこの錫の清涼感のある質

感が融合して、今まで見たこともない、とても美しい「オブ

ジェ」として完成されています。錫の表面に映り込んだ葉

のグリーンもきれいそうですね。［デザイン：五十嵐久枝］

http://www.nousaku.co.jp/

㈱能作 フラワーベース「ようなし」

すみかわ・しんいち／東京都生まれ、千葉大卒。ソニー勤務後
独立。世界57カ国の滞在経験をいかして、先端機器から浴槽、
クラフトまで広範囲のモノをデザイン。富山プロダクトデザ
インコンペ2005大賞受賞。2012REDDOT賞受賞など。

　 山田 遊
㈱メソッド代表取締役／バイヤー

大治将典さんによるシンプルなデザインが好みで、自宅

でも愛用しているFUTAGAMIの栓抜き「枠」。内側の真

鍮の鋳肌が経年変化していく様や、キッチンに立てて置

いた際の佇まいが魅力。また、手に持った際の金属の質

量感も程良い。

http://www.futagami-imono.co.jp/

FUTAGAMI 栓抜き「枠」

やまだ・ゆう／東京都生まれ。南青山のIDEE SHOPのバイ
ヤーを経て、2007年、methodを立ち上げ、フリーランス
のバイヤーとして活動を始める。DESIGNTIDE TOKYO
のディレクターとしても活動中。 

　 廣田 尚子
ヒロタデザインスタジオ代表
女子美術大学教授

昨年夏、三重県の温泉施設アクアイグニスで離れのイン

テリアコーディネイトをした際、兼ねてからデザイン性の

高さで気に入っているnaft sprinkleを検討。残念ながら

壁面強度の関係で採用できませんでしたが、今は弊社オ

フィスの廊下壁面で愛用しています。［デザイン：倉本仁］

http://naft-design.com/

㈱ナガエ 「naft sprinkle」

ひろた・なおこ／東京都生まれ。ヒロタデザインスタジオ代
表。女子美術大学教授。オリジナルブランドビジネスをベー
スにプロダクトデザインを手掛ける。

　 鈴木 啓太
プロダクトデザイナー

すずき・けいた／ 1982年愛知県生まれ。PRODUCT 
DESIGN CENTER 代表。新しい定番を目指すブランド

「THE」の代表でもある。

HiHillプロジェクトは、編集の時代と呼ばれる今のものづ

くりを予言するかのように、2000年に生まれたプロジェ

クトです。ここで再編集されたアーカイブは、富山県が未

来を創るために大きな意味を持つ素晴らしいものです。

※HiHillとは… ー高岡の「技術を売る」ー  漆、金属、ガラス

の表明処理技法のマテリアルプレート。新しいカタチを生

み出す素地として提案。http://hihill.media-pro.co.jp/

HiHillブランドの取り組み

　 下川 一哉
日経デザイン編集長

㈱二上は、デザイナーの大治将典氏とともに、真鍮を

使った生活雑貨の開発に努めている。仏具などに長年

使ってきた素材を使って、新しいモノ作りに挑んで成果

を上げている。中でもFUTAGAMI「鋳肌のカトラリー」

は、食事に使う道具に真鍮を採用した点で新しい。素材

の特徴がフォルムや表情からにじみ出ている。

http://www.futagami-imono.co.jp/

FUTAGAMI 「鋳肌のカトラリー」

しもかわ・かずや／ 1963年佐賀県生まれ。88年早稲田大
学政治経済学部経済学科卒業。同年、日経マグロウヒル（現・
日経BP社）入社。94年に日経デザイン編集部に配属。99
年より副編集長。2008年より編集長。

　 近藤 康夫
近藤康夫デザイン事務所

こんどう・やすお／ 1950年東京都生まれ。東京造形大学卒
業。三輪正弘環境造形研究所、クラマタデザイン事務所を経
て独立。元九州大学大学院教授。東証アローズで毎日デザイ
ン賞受賞。

富山ガラス工房が代表するように富山と言えばガラス

に熱心な土地です。昨年の夏に出会ったピーター・アイ

ビー作「PASTA」は、伝統的なガラス工芸がもつ儚さ

や、あやうさというより、力強さを感じる現代の『用の

美』を感じました。

http://peterivy.com/

ピーター・アイビー氏 「JAR/PASTA」
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　 高田 博
㈱タカタレムノス代表取締役

弊社にとって、鋳造した後、研磨、切削して完成品にする

事に囚われて、素地の美しさという価値観を忘れてし

まっていたようです。大治将典さんの工場に寄り添った

ディレクションの、いさぎの良さ、明快さ、そして目論見

を敬驚に思うばかりです。

http://www.futagami-imono.co.jp/

FUTAGAMI 「鍋敷き」

たかた・ひろし／ 1951年生まれ。㈱タカタレムノス代表取
締役。置掛時計を主とするインテリア商品の企画製造販売を
行っている。㈱高田製作所取締役副社長。

20

20

22　 名児耶 秀美
デザインプロデューサー／
アッシュコンセプト㈱代表取締役

富山空港を降りると、正面に「立山」がある。冬にはめっ

たに顔を出してくれないが、晴天に出会うと、心が弾む。

雄大な立山連峰の山並みを見ると、富山県が迎えいれて

くれた嬉しい気持ちでいっぱいになり、当然、その夜は、

正直な酒造りの純米吟醸「立山」で一献。

http://www.tateyamabrewing.jp/

立山酒造㈱の純米吟醸「立山」

なごや・ひでよし／生活者とデザイナーが楽しめるモノ創りを
めざし、デザイナーとのコラボレートブランド「＋d」を世界に
向けて発信。その他、デザインコンサルティング・地場産業振興
コンサルティング等をてがける。武蔵野美術大学客員教授。

　 長山 智美
インテリアスタイリスト

富山出張の帰りに楽しみにしてるのが富山空港内に売

店のある廣貫堂さんの置き薬。普段は見掛けることのな

い置き薬の小袋はどう見ても昭和30年代まっ只中デ

ザインです。いつもジャケ買いなのですが、パッケージ

はともあれ頭痛薬、風邪薬などは携帯にも便利。これが

バッグから出てきたらみんなビックリですよね!

http://www.koukandou.co.jp/

廣貫堂の置き薬

ながやま・ともみ／インテリアスタイリスト。雑誌のインテ
リアページのスタイリングやショップ内装、商品セレクトな
どを手掛ける。

23
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きしもと・こうへい／ 1983年兵庫県加古川市生まれ。
2008年富山ガラス造形研究所研究科修了、同年富山ガラス
工房所属。11年4月「Kohei Glass Studio 凛」設立。12  
年KOGANEZAKI器のかたち VESSELS 黄金崎グランプリ。

　 岸本 耕平
Kohei Glass Studio 凛 代表

富山の名産品であるかまぼこの、長年受け継がれてきた

歴史の重さを感じさせるデザイン。かまぼこの由来であ

る、植物の「蒲の穂」からイメージして作り上げられたデ

ザインであり、なおかつスタイリッシュ。伝統と美しさ

を併せ持ったとやまデザインだと感じました。

http://www.onnaden.co.jp/

女傳かまぼこ ロゴマーク

19

Photo:Takumi Ota
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　 佐藤 康三
プロダクトデザイナー

さとう・こうぞう／ 1951年東京都生まれ。73年渡伊、B・
ムラーリに師事し、76年ミラノ工科デザイン学校（SPD）ID
卒。R・Bonetto studio勤務後、81年KDS設立。法政大学
デザイン工学部教授。

見ているだけで、ほほえんでしまう。とてもかわいらし

い。なにか、こどもとのたのしい話がきこえてきそう

だ。すぐれたデザインフォルムは、ややこしい理屈をこ

えて、確かに、ボクたちにひびの生活のゆたかさや、あ

たらしい経験を話しかけてくれる。そこにあるだけで。

［デザイン：寺田尚樹］　http://www.lemnos.jp/

㈱タカタレムノス
「アイスクリームスプーン15.0% /01.vanilla」
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売れる商品＆若者が求めるものの傾向

長山■仕事柄、普段から話題のショップや海

外のミラノ・サローネなどに行き、ものを見る

ようにしています。そこで、今日は私なりに売

れる商品の傾向10カ条を考えてみました。

1つ目が、クラフトを含めた手仕事的なもの。

2つ目は、裁縫道具やちりとりなどの生活に役

立つツール。3つ目は、アウトドア系とガーデ

ン系。4つ目は、使い込んだ感じのあるアン

ティークなもの。5つ目は伝統的なものや、歴

史の長い日用品的なもの。6つ目はインドや

モロッコのようなエスニック系や、日本の伝統

工芸品的なもの、地場産業的なもの。7つ目は、

エコロジーなもの。8つ目は、価格や見た目、

サイズ感が手頃なもので、和み感を演出でき

るもの。9つ目は、定番商品の色を変えて目先

を変えたもの。10個目は、パッケージや意匠

などプラスαがあるもの。以上が10カ条です。

Francfrancという全国規模のインテリア雑

貨店が、隔月で発行している｢MAISHA（マイ

シャ）｣という雑誌があり、書籍の上位10位に

入るぐらい人気があります。その雑誌には10

カ条に当てはまる雑貨が出ていて、若い人に

訴求力のある撮り方・見せ方をしています。私

は毎号、約40点の雑貨を選んでいて、それら

の中にも10カ条を入れています。

桐山■今、若者がブランド離れをしているよ

うですね。

長山■今の10 〜 20代の人はブランドを持

つことが恥ずかしいらしく、自分の身の丈に

合ったもので自分なりのお洒落をするのが、

今のトレンドのようです。私の時代には海外

のハイブランドを持つことが憧れでしたが、

今の若い人の心には全く響かない時代です。

商品の見せ方

長山■ディスプレイで、ものの見え方が大き

く変わることがあり、商品をどう見せるか

が大事。評判がいいのは、ものがたくさんあ

るように見せるボリュームディスプレイで

す。同じテイストで色々なカテゴリーのアイ

テムを混在させるなど ｢見て楽しい｣ と思わ

れる方法で、実際にコンランショップでも

用いられています。また、家のようなディス

プレイも方法のひとつ。その良さは、お客さ

まが使うシーンを想像しやすくなることで

す。そのほか、ハシゴや黒板を使ったディス

プレイ、グリーンをインテリアの中に配した

見せ方も注目されています。東京の自由が丘

と渋谷のヒカリエに、いま東京で大人気の雑

貨ショップ ｢TODAY’ S SPECIAL｣ があり

ます。その人気の理由は、見せ方の工夫やグ

リーン使いのうまさ、手作り感のある演出。

扱っている商品も、先ほどの10カ条を意識

して入れ込んでいます。

桐山■TODAY’ S SPECIALのように ｢今日

が最高だぜ｣ というようなコンセプトショッ

プは世界の中にもあります。パリのメルシー

は、絶えずお客さんを楽しませることを考え

ているイベント型のお店。また、ミラノにある

ロッサーナ・オルランディは、ものの見せ方の

巧みさや楽しさがある。すべてに共通するの

は、買い物をする楽しさと、いい意味で裏切り

があること。お客さんに足を運んでもらうた

めに、売り場を定期的にがらりと変えるなど、

お店側の努力が盛んに行われています。

長山さんの10カ条にあったように、今は作

る人の温もりや、ものへの思いが滲み出てい

るものが市場でパワーを持っているなと思

います。また、サイズは東京をはじめ世界の

どの都市も、70〜130㎡の空間内で住んで

いる形態が多いため、大きい家具が入りづら

い。20世紀に作り上げた定番ものがあまり

売れず、マーケティングをしたものが売れて

います。

インターネットマーケットの拡大

小川■私はデザイン系アイテムを取り扱う

オンラインショップでの販売をメインに、店

舗での催事や販売の応援をしています。当サ

イトの人気第1位は、富士山グラスというグ

ラス。1ヶ月待ちの状態が続くほど人気が

高いのは、ビールを注ぐと富士山に見えると

いう、分かりやすさにあると思います。第2

位は、高岡で作られているアイスクリームス

プーン。3,000円と高くても売れるのは、牛

乳パックのような形をしたパッケージに加

え、アイスクリームを溶かしながら食べられ

るというアルミの特性を活かした機能が理

由です。その周辺アイテムとして、アイスク

リームカップという商品が登場しました。こ

のようにヒット商品の周辺アイテムを作る

という考え方は面白いなと思います。実際の

店頭では生産過程の動画を流したり、ディス

プレイを工夫したりと、作り手の熱を消費者

に伝えることが大切。また、自社商品に合う

販売店選びも大事ですね。

桐山■ネット販売のその他の傾向は？

小川■メディアに強く依存しているところ

があり、テレビで放映された瞬間、ネットで

検索して購入するといった傾向にあります。

単品では雑誌掲載されたものがアクセス数

に顕著に表れます。話題性のあるものが優位

性が高いですね。機能性が新しいものも、そ

れに当てはまります。また、ネットでは商品

説明が長文でも読んでもらえるので、商品背

景がしっかりしているものは動きが良くな

ります。また、当ショップのお客さんは30代

後半が非常に多いのも特徴です。10代〜

20代前半は、インターネットで洋服を買う

人が増加しているようなので、今後ネットの

マーケットは格段に広がってくるだろうと

思います。

桐山■価格に上限はありますか。

小川■平均単価は8,000円です。単品では

3,000〜5,000円のものが1番多く出ます

が、高額では20万円ですね。

新しい見せ方・売り方

長山■先ほどご紹介した ｢MAISHA｣ とい

う雑誌が人気の理由はもう一つあります。

この雑誌は500円で売られていますが、

Francfrancの500円お買い物チケットがつ

いているので、Francfrancで買い物をした

い人にとってはキャッシュバックがあると

いうわけです。全国規模でFrancfrancの商

品と雑誌とが相乗効果で売れるような作り

方になっています。

桐山■今は自らがホームページ・雑誌・売り

場をプロデュースして、いかにお客さまを囲

い込むか、企画の勝負になっています。自ら

がパートナーとともに売り上げを作ってい

くには知恵とネットワークが必要。その一方

で、作り手が普通に行っていることを表して

いくことも大切。新しい知恵の時代、ネット

ワークの時代、それらを色々な形に巻き込ん

でいく時代へと変貌しています。そういった

点を頭に入れながら、ものづくりのスキーム

を考えていただければいいのではと思って

います。

デ ザ イ ン 講 習 会 ［ デザイン分野のスペシャリストを招いた講習会］
D E S I G N S E M I N A R  

ながやま・ともみ／有名誌のインテリアやプロダ
クトのページを中心に第一線で活躍。ゴットハン
ドとも言うべきスタイリング術もさることなが
ら、キュートな視点で綴られるブログや雑誌の連
載でファンが急増中。

おがわ・りょうへい／インテリアショップを経
て、2005年よりJapan Design Net（JDN）に
て、オンラインショップ｢caina.jp｣の立ち上げ当
初より参画。現在は、企画、バイイング等運営の全
般に携わっている。

今回は、インテリアスタイリストの第一線で活躍する長山智美氏と、オンラインショップ

｢caina.jp｣のバイヤー・ディレクターを務める小川滝平氏という業界トップの目利きの

お二人に、今、市場で人気のあるもの、起きていることについて語っていただきました。

［講師］長山 智美（インテリアスタイリスト）　小川 滝平（caina.jpバイヤー・ディレクター）

［進行］桐山 登士樹（富山県総合デザインセンター デザインディレクター）

［日時］2012年9月4日㈫　［会場］富山県産業高度化センター 2F会議室

新しい売り方を探す

雑誌｢MAISHA｣

「caina.jp」で人気第1位の富士山グラスと、高岡市の㈱タカタ
レムノスが製造する、人気第2位のアイスクリームスプーン

TODAY’S SPECIAL Jiyugaoka Photo:Takeshi Abe
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中国

ブラジル

シンガポール

住まい
「住まい」をキーワードに住宅メーカー、インテリ
ア関連企業、省エネ家電メーカー等が協力し、近
未来のライフスタイルをパッケージで提案。

地域産品
ブラジルのホテル・飲食店等に日本の地域産品を
売り込むため、現地アンテナショップの設置等、
現地消費者の嗜好を把握し、地域産品を提案。

ファッション
日本のストリートファッションのブランドを束ね、現
地百貨店とネットでテストマーケティング等を実施。
現地消費者の視点に立った PR により、日本ファッ
ションのファンを拡大する。

英国

1997年 トニー・ブレア元首相が
「クール・ブリタニア」を宣言

以後、次の取り組みにより成果あり

▼「クリエイティブタスクフォース」による横断的
 取り組み

▼「デザイン・カウンシル」を中核とした産業全体
 の創造力強化

▼大使館や貿易・対英投資部による徹底した海外
 市場開拓支援

韓国

1997年 キム・デジュン大統領が
「文化大統領宣言」

以後、官民一体となった Cool Korea戦略でアジ
ア市場に浸透

▼「デザイン振興院」「コンテンツ振興院」の設立

▼振興マーケットへの官民を挙げた戦略的売り込み

▼大韓貿易投資振興公社（KOTRA）を中心とした
 海外市場獲得支援

イ・ミョンバク大統領は
「国家ブランド委員会」を設置し、
国家的に文化産業を育成

［観光］等

クール・ジャパン戦略

「本物」「本場」を求めて日本へ
（観光客やクリエイターの来訪）

インバウンド

日本 アジア
欧米など

担い手である職人、クリエイター、
中小企業を世界市場へ結びつける。

アウトバウンド
［ファッション］［アニメ］

［食文化］［地域産品・匠の技］等

文化と産業の連携

ウチとソトの連携

ネットとリアルの連携

異業種・職種間の連携

新しい連携

1. 海外展開プロジェクトの実施

3. 人材のグローバル化

2. クリエイティブ・
シティの推進

4. リスクマネー供給

5. 産業生態系構築

フランス

インド
イタリア

米国

生活雑貨、インテリア、テキスタイル
若手クリエイターチームの“目利き”により日本各
地のデザインプロダクトを選定。パリで話題づくり
をしながら提案。

ファッション、食、デザイン、コンテンツ
「東京コレクション」と若手デザイナーの海外進出
を支援。ファッションのみならず、食品、日用品を
併せてブランディングし、日本ファンの裾野を拡大。

食、日用品
もてなし、ぬくもり、小粋など、日本の世界観を伝
えつつ、コメ、ソバと共に炊飯器、食器・調理器具
をセットで提案。

クリエイティブ産業課とは

クリエイティブ産業課は、製造業に頼った

「一本足打法」では日本の経済成長には限界

があるという危機感を背景に、2011年7月

1日付で新設された課です。日本の価値観・ラ

イフスタイルを体現した製品・サービスを振

興していく必要性があるといった問題意識

のもと設立されました。

日本の漫画やアニメなどは、近年 ｢クール・

ジャパン｣と呼ばれ、世界で多くの共感を得て

います。私どもは、日本の価値観・ライフスタ

イルを体現した製品・サービスを海外に展開

して、また海外からも人を呼び込む｢クール・

ジャパン戦略｣を重点施策の1つとし、経済成

長につなげるための戦略的な対応を進めて

います。また、デザインは、これまでの ｢デザ

イン＝プロダクトデザイン、物の形状｣から、

｢サービスやまちづくり｣などを含めた、より

広い意味として捉えていく必要があると考

えています。

外に売って内に呼ぶ、クール・ジャパン戦略

クール・ジャパンのポテンシャルを把握する

べく、世界の文化産業5分野（ファッション、

食、メディア・コンテンツ、観光、ものづくり・

地域産品）の2009年と2020年の市場規模

を推計しました。その結果、当該文化産業5分

野は、特にアジア圏で成長が見込めるという

推計結果が出ました。特に中国やインド、イ

ンドネシアでは2桁成長が予想されます。こ

の背景には、アジア圏の新興国における中間

層の台頭と、彼らの高品質製品・サービスに

対する需要拡大という予想があります。我々

は、日本の文化産業が、そのアジア圏の中間

層を中心的なターゲットにしつつ、2020年

までに、その年の世界の文化産業市場規模約

900兆円のうち、8 〜 11兆円程度の市場を

獲得することを目標としました。

そのための手段であるクール・ジャパン戦略

を一言で言うと、｢外に売って内に呼び込む｣

ことです。中小企業やデザイナーが作る日本

の良いものを海外で売る｢アウトバウンド｣に

取り組むことで、海外に日本のファンを作り、

日本への観光客等を増やすといった ｢インバ

ウンド｣につなげていきます。このアウトバウ

ンドとインバウンドのサイクルによって、日

本のクリエイティブ産業は持続的に発展して

いくのではないかと考えています。そして、そ

のために必要な施策を打つことが、クール・

ジャパン戦略の基本的な考え方です。

｢新しい連携｣の推進

ファッションやデザイン、アニメ、漫画などの

産業は、従来のような縦割りの｢重厚長大｣型

産業とはその編成原理が根本的に異なるた

め、“個人ベース、プロジェクトベース、フラッ

ト、ネットワーキング”といった｢水平｣に展開

するプレイヤー同士の新しい連携を促進する

ことが必要です。イノベーションや魅力的な

ライフスタイルは、色々な要素の掛け合わせ

から生まれると思うので、クリエイティブ産

業課の各職員自らが様々なプレイヤーをつな

げ、また彼らのネットワークの一員になると

いった取り組みを実施しています。

新しい連携を促進するための政策の重要分

野の一つとして取り組んでいるのが、｢海外

展開プロジェクト｣ の実施です。ファッショ

ンや食などの分野の送り手には中小企業や

個人が多く、キャパシティの問題等で海外に

売りにいけないことがよく指摘されていま

す。そこで、業種を超えて連携してスクラム

を組み、海外に打って出て行こうとするよう

なビジネスプロジェクトの資金的な後押し

をするために、平成23年度から毎年度十数

個のプロジェクトを世界各国で実施してい

ます。その一例が、中小アパレルブランドの

シンガポール進出プロジェクトです。アジア

の若者の間で人気の高い原宿のストリート

ファッションのアパレルブランドを多数束

ねて、シンガポールで期間限定店舗を開きま

した。このプロジェクトは終了しましたが、

別の国から常設店舗の依頼があり、現在その

ための交渉中という話を聞いています。今年

度も同様のプロジェクトを展開します。

一方、日本への観光客等を増やすには、日本各

地をもっと魅力的なものにしていかなければ

なりません。その取り組みの一つが｢クリエイ

ティブ東京｣ であり、2011年11月には ｢ク

リエイティブ東京フォーラム｣ というイベン

トを開催しました。地域の開発・再開発の観点

からディベロッパーも巻き込むなど、業種を

超え、地域も超え、東京という大きな枠の中で

新しい連携を作りました。また、東京のみなら

ず、地域においても地元のクリエイティブ関

係の資源を使って地域を魅力的なものにし

ていく取り組みがあります。エディンバラ・金

沢・直島などはその成功例です。

海外では先進各国がクリエイティブ産業へ

シフトしており、特に進んでいるのがイギ

リスと韓国です。両国は1990年代後半か

ら政治的なリーダーシップのもとクリエイ

ティブ産業立国へ大きく舵を切り、継続的な

取り組みの結果、成果を上げつつあります。

世界全体で見ても90年代中盤から後半にか

けてがシフトの節目であり、｢クリエイティ

県内の企業経営者等の方々に、デザインの重要性について、より理解を深めていただ

くと共に、参加者とデザインセンター・参加者同士の交流を深めることにより新たな

商品開発につなげることを期待し開催。第1回は、当時の経済産業省商務情報政策局

クリエイティブ産業課課長補佐・デザイン政策室室長補佐・三原龍太郎氏をゲストに

迎え、｢クール・ジャパン戦略とデザイン政策｣ をテーマに、国全体の政策としてデザ

インがどう扱われているのかをお話していただきました。

［講師］三原 龍太郎
（経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課課長補佐・デザイン政策室室長補佐）（当時）

［日時］2012年5月16日㈬　［会場］ANAクラウンプラザホテル富山 孔雀の間

クール・ジャパン戦略で、
経済成長を目指す。

ビティはお金になる、クリエイティビティに

よって経済成長やイノベーションを達成す

る｣ という考え方は既にコンセンサスを得て

いる観があります。そのようなことが日本で

言われ出したのは最近ですので、いかにマイ

ンドを変えていくかが大きな課題だと思っ

ています。

デザイン政策の歴史

日本のデザイン政策の起源は古く、1958

年に設立された通商産業省デザイン課が、日

本におけるデザイン政策の始まりといわれ

ています。当時のデザイン政策は自国の模倣

品対策で、日本が他国の真似ではないオリジ

ナルのデザインを創作していくことへの気

運を盛り上げていくために作られました。以

来、日本の経済成長とも連動して、プロダク

トデザインを中心的な対象としたデザイン

政策に取り組んできました。80年代には、

日本のプロダクトデザインが一世を風靡、模

倣から新たな作り手へステージを移しまし

た。デザインもクリエイティブ産業の範疇な

ので、近年は、クール・ジャパン政策と連携し

て、各種デザイン政策を進めています。また、

グッドデザイン賞制度もデザイン政策の重

要な柱です。日本のこの賞に対してはタイ、

インド、シンガポールなどが関心を示してお

り、制度の海外展開を進めています。

現在、デザイン政策室で取り組んでいるの

は、キッズデザイン製品開発支援事業です。

子供の安全・安心に配慮したデザインやサー

ビスに、Kマークを付けて顕彰するとともに、

それらの製品・サービスの開発支援に、産業

総合研究所などとともに取り組んでいます。

［ 経営者の方々に、デザインの重要性について理解を深めていただくための講演会］

デ ザ イ ン と 経 営 を 考 え る 会 Design     Management

みはら・りょうたろう／1978年生まれ。2003年東京大学教養学部卒、同年経済産業
省入省。通商政策局通商機構部（WTO通商交渉担当）、特許庁制度改正審議室（知的財産
権法改正担当）を経て、コーネル大学大学院へ留学。2009年8月同大学院修了（文化人
類学修士）。2011年7月から2012年11月まで商務情報政策局クリエイティブ産業
課課長補佐・デザイン政策室室長補佐を務める。

■ 海外展開プロジェクトの例
■ クール・ジャパン戦略のための「新しい連携」の推進

■ 先進各国のクリエイティブ産業へのシフト

■ クール・ジャパン戦略とは
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大変革時代が訪れる今、デザインの重要性を

私が大学を辞める時、最終講義の30分前に

大きな揺れが来て、それが3月11日の東日本

大震災でした。あのような大災害は、｢未来を

手前に引き寄せる｣のではないかと思います。

今、何が起きてきているのかが皆さんの関心

事であり、今後に対する悩みの源でしょう。そ

の問題は、三陸と関係がないように見えて、実

は深くつながっているのだと思います。

1997〜1999年にグッドデザイン賞の審

査委員長を務めましたが、就任時の記者会見

で敗北宣言をしました。当時、SAMSUNGや

LGなど韓国勢の非常に素晴らしいデザイン

が出てきて、日本の白物家電はデザイン的に

は遅れていました。それでも手練手管を使っ

てマーケットを保持していましたが、デザイ

ン的には明らかに負けていたのです。そこ

で、皆さんにより早くその状況を知ってもら

うために、あえて敗北宣言をしたわけです。

不幸にも、その後の状況は、私が予感したと

おりになりました。

事は年を追うごとにより鮮明になっていきま

したが、その理由の元には、この国の大企業の

明らかな組織不全があったのだと思います。

これはかつてのアメリカがそうであったよう

に、規模が拡大するとともに次第に縦割りに

なり分業化して、全体が見えなくなっていく。

一つの宿命といってもいいかもしれません。

韓国は、1997年以前に経済危機があった時

に、当時大統領だった金大中さんがデザイン

立国宣言をしました。技術でブレイクスルー

するには時間を要するので、デザインから始

めることを決めたわけです。そして、経営者

の意識改革、中小企業のデザイン改革、デザ

イン学校の教育を強化しました。それから十

数年経って、今やSAMSUNGやLGは、日本

の家電メーカーより遙かに多くの開発費を

投下し、世界的な企業になりました。日本は

有機ELで先手をとられ、技術的にも負けつつ

ある状態にきています。技術的にリベンジす

るには5〜10年はかかるので、デザインを戦

略的に見直すところから行うべきです。

これからはデザインをどうやって組み立てる

かが非常に大きな問題として浮上しつつある

と思います。デザインから入る理由は、一般の

人たちが欲するものに対してのセンサーが働

いているか否かが大事なデザインだからで

す。そこにどのように向き合っているかが、結

果として現れてくるのです。したがって、デザ

インに対するセンサーの優れた企業は生き延

びることができるし、それがない企業は退場

していくことになると思います。

日本の創造的な力を世界に問うために

一般社団法人ジャパンクリエイティブは、私

が名誉理事、グラフィックデザイナーの廣村

正彰さんが代表理事、伊藤忠ファッションシ

ステムの川島蓉子さん、エル・デコなど世界

的なデザイン情報誌をあつかうハースト婦

人画報社のイヴ・ブゴンさんが理事、そごう・

西武の役員である松本隆さんが監事を務め

る6名の組織です。広報ではエル・デコを通し

てインターナショナルに発信をしています。

このプロジェクトを始めたのは、廣村さんか

ら ｢この国がダメにならないよう、日本のプ

ロダクトと世界の一流デザイナーとを結び

つける企画を立ち上げたいので、御輿に乗っ

てほしい｣といわれたのがきっかけです。

設立1年後、最初の活動として、ミラノサロー

ネで市内の一軒家を借りて ｢ジャパンクリエ

イティブ展｣を開催し、6人のクリエーターと

6つのプロダクトの組み合わせによる作品を

展示しました。

その作品を紹介します。まず、世界で最も信

頼されているプロダクトデザイナー、ジャス

パー・モリソンと及源鋳造のフライパンや鉄

瓶。製品販売化が決まり、既に引っ張りだこで

す。ピーター・マリゴールドとヒノキ工芸は弘

前のヒバを真っ二つに割り、その木目を活か

しつつ、上をめくると収納ができるベンチを

作りました。これも製品化に向けて動いてい

ます。パイオニアとポール・コクセッジは、時

間が来ると紙がゆらゆら動いて色が変わると

いう不思議な時計を作りました。本展覧会で

最大の話題を集めたのが、空中に浮いている

二重のガラスでできた照明。韓国のヨンギュ

ウ・ユーと三保谷硝子店との作品です。幸兵衛

窯と組んだインガ・センペは、1本の線の中で

色が微妙に変化するという、新しい模様を創

り出しました。この器も商品化されます。童夢

カーボンマジックとナチョ・カーボネルは、音

が出る不思議なオブジェを作りました。

｢ジャパンクリエイティブ展｣ は口コミで広

まり、来場者数は1週間で1万人以上と大成

功。国内外メディアから高い評価をいただき

ました。日本のプロダクトと世界のデザイン

との組み合わせには、強いインパクトがある

ということを改めて実感しました。好評を博

したことから、昨年の秋には東京の西武渋谷

店で巡回展を開催しました。

デザインを大事にすることが企業力になる

日本のデザインやプロダクトを活性化させ

る方法は色々あると思っています。ただ、冒

頭申し上げましたように、企業という大きな

組織内でできないことがものすごく増えて

います。技術やコンテンツといった資源を生

かしきる統合的な戦略とビジョンが欠落し

2012年5月16日から始まった ｢デザインと経営を考える会｣。これまでに商品ジャー

ナリスト・元日経トレンディ編集長北村森氏、アレックス㈱代表取締役社長辻野晃一郎

氏、㈱GKデザイン機構相談役・前代表取締役社長田中一雄氏と豪華なゲストをお迎え

してきました。5回目となる今回は、建築家・東京大学名誉教授の内藤廣氏をゲストに

迎え、｢Japan Creativeの挑戦｣ をテーマに開催。参加者にはデザインへの意識の高

い企業の経営者が集まり、活発な意見が交わされました。

［講師］内藤 廣（建築家・東京大学名誉教授）

［日時］2012年10月10日㈬　［会場］ANAクラウンプラザホテル富山 天空の間

デザインへの意識が、
日本の企業を変えていく。

ています。特に今の多くの大企業の社長は、

長期的な展望に立つのではなく、四半期決算

や株主総会ばかりを気にしていて、そういう

中ではなかなか統合的で優れた戦略を打ち

立てられるリーダーが育たないんですね。仮

にデザインの重要性を理解している社長が

いても、それを役員会で明確には言えない、

という現状があります。ある種の機能不全

ですね。私の知る限りでは、TOTOの張本社

長はデザインを非常に大事に考えられてい

ます。いまや、本当の意味で競争力を持った

ナショナルブランドと言えるようなものは

TOTOぐらいしかありません。デザインを大

事に考えている企業は、国際競争力を保ちう

るのです。

意見交換での皆さんの声

｢かつて日本製品が悪かろうと言われた時代

に、トヨタの生産性方式が流行り、生産性と

品質を徹底することによって今に至ってい

ます。しかし、それは過去の幻想です。ようや

く今になってデザインに火がついてきたの

ではないかと思います｣

｢デザインの優れたものは展示会では高評価

を得られても、ビジネスにつながるかという

と難しい。どの程度のクオリティのものが一

般受けするのかの判断がしにくい｣

｢企業の考え方とデザイナーをマッチングし

て、マーケティングを創造していく方がいい

と思います。競争モードではなく、独自モー

ドが大事。そこから新しいパイを広げていく

仕組みが必要だと思います｣

｢開発時に批判を受けても、蓋を開けたら大

成功だったという経験があります。やはり、

勇気を持ってマーケットを自ら作っていか

なければなりません｣

［ 経営者の方々に、デザインの重要性について理解を深めていただくための講演会］

ないとう・ひろし／ 1950年生まれ。76年、早稲田大学大学院修士課程修了。フェルナ
ンド・イゲーラス建築設計事務所（スペイン・マドリッド）、菊竹清訓建築設計事務所を
経て、81年内藤廣建築設計事務所を設立。2001〜2011年、東京大学大学院にて、教
授・副学長を歴任。12年〜東京大学名誉教授・総長室顧問。主な建築作品に、海の博物
館（1992）、安曇野ちひろ美術館（1997）、牧野富太郎記念館（1999）、島根県芸術文
化センター（2005）、日向市駅（2008）、高知駅（2009）、虎屋京都店（2009）、旭川駅

（2011）など。また近著には、｢NA建築家シリーズ03 内藤廣｣（日経BP社）、｢内藤廣
と若者たち 人生をめぐる一八の対話｣（東京大学景観研究室編、鹿島出版会）、「内藤廣
の頭と手」（彰国社）などがある。

1「GlassLighting 硝子の照明」 三保谷硝子店（硝子）×ヨンギュウ・ユー

2「Palma パルマ」 及源鋳造（鉄製鋳物）×ジャスパー・モリソン
3「DODAI ドダイ」 ヒノキ工芸（木工）×ピーター・マリゴールド

4「Home Furnishing Item ホーム・ファニシング・アイテム」 パイオニア×ポール・コクセッジ
5「ORIVA オリーヴァ」 幸兵衛窯（陶器）×インガ・センペ
6「Device デバイス」 童夢カーボンマジック（カーボンファイバー複合材）×ナチョ・カーボネル

デ ザ イ ン と 経 営 を 考 え る 会 Design     Management

1

2 3

4 5 6

写真すべて:カメラマン／ナカサ＆パートナーズ
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活躍の目立ったデザイナー

今年は、特にnendoが目立ちました。特にスーパースタジオでの展

示、トッズのショールームのディスプレイ等、nendoの時代感、空気

感が非常に新鮮に受け入れられています。

欧州人にない文脈のものづくりではないかと思っています。彼らはデ

ザイン誌エル・デコの“デザイン・オブ・ザ・イヤー”を受賞しファン層を

広げています。特に最近は、ディーゼルやカルバンクライン等、ファッ

ションブランドからインテリアデザインをまかされている様です。

日本企業の展開

私が総合プロデュースを行っている5年目のキヤノン「NEOREAL」

は、「CANON NEOREAL IN THE FOREST」とタイトルをつけま

した。欧州の環境に対する関心の高さ等も踏まえて考案しました。会

場は、昨年同様トルトーナ地区のスーパースタジオ。パナソニックは、

ミラノ工科大学で建築家の平田晃久さんによる太陽光パネルの展示

で、エリータデザインアワードのグランプリを受賞。LIXILはスーパー

バイザーに原研哉氏を起用し、カプチーノの泡の中にいるような入浴

スタイルを提案しました。

また、Japan Creativeは、建築家の内藤廣さんを中心に日本の匠の

技とデザインであたらしいムーブメントをつくっていこうという試

みにチャレンジされました。（p13・14で紹介）カリモクはブレラ地区にあ

るアパートを借りて、日常空間の中で家具を展示。日本的繊細さと天

高の空間とが異文化融合の雰囲気を醸し出していました。

成熟化社会、情報化社会では、もはや一つのカテゴリーではまとめる

事は困難です。個人個人が自分に一番適したものを選ぶ時代に突入し

ています。そんな中でも日本のものづくりが再評価されているのは、

高品質と異素材の組み合わせ等、日本ならではの技が生きているから

です。こうした時代に大切なのは、お客様の視点で一つ一つを確認し

高度に織り上げて行く、確かなプロの技と意識です。

■テーマ

デザイントレンド速報

ミラノサローネ2012
［講師］桐山 登士樹（富山県総合デザインセンター デザインディレクター）

［日時］2012年6月12日㈫　［会場］富山県産業高度化センター 2F会議室

2012のデザイン傾向とは

メゾン・エ・オブジェはインテリアのデコレーター、とりわけホテルや

店舗等の装飾関係者が多いですがミラノサローネは、家具関係者から

建築家、デザイナー、マーケッター等、来場者はメゾンの約4倍になり

ます。見本市会場と市内4ブロックで構成されていて、近年はデザイ

ンの祭典といった意味合いが強くなっています。

今年のデザイン傾向を幾つかご紹介します。まず、「自然体=無理のな

い有機的フォルム」が目につきました。そのほか、「ジオメタリックな、

丸、三角、四角といった基本的な図形を組み合わせた幾何学的デザイ

ン」も多く登場しています。また、フォルムでの遊びが少ない分「サー

フェイスで遊びを追求した家具」もあり、一方では「サーフェイスと

フォルムが一体化した家具」も発表されました。イタリアの家具ブラ

ンドの底力を見せるような、天然木の高額な家具や革張り家具等ゴー

ジャスな家具も発表されました。そういった高級品を求める市場（特

にBRICs）も確実に増加している様です。

そのほか、NYやパリ、東京など大都市空間に合わせた、「個人のため

の小さな家具」も充実。また、「人が真似できないような細部へのこだ

わりで本物を証明する」動きも顕在化しています。

さらに、今年も「マスターピースの再現」の流れがありました。これは

開発投資が少なくて済むので、マーケットニーズとシンクロしながら

しばらくは続くと思います。

最近のサローネではファッションブランドが新たなライフスタイル

提案に力を注いでいます。例えばミッソーニホームでは、ミッソーニ

のニットがファブリックとして家具やスツールに使われています。

イタリアのファッションブランドはブランド力があります。ファッ

ションに比べると家具のプライスは値ごろ感があり、家具ブランドと

ファッションメーカーのコラボは今後も続くと思われます。

このほかにも、「自然界からインスパイアされたプロダクト」、デザイ

ナーと各国のメーカーが一緒にものづくりをする「デザインで再生さ

れたブランド」の例などもありました。

51回目を数えるミラノ国際家具見本市（通称ミラノサ

ローネ）およびフォーリサローネは、4月17日から22

日に開催されました。EU経済が混迷する中での開

催でしたが、これまでサローネを支えてきた先進国

に変わりBRICs（ブリックス）からの来訪者が伸び、い

みじくも世相を反映するサローネとなりました。

は、広く知ってもらうために電子写経など色々なギミックを付けて

販売しました。アプリを作るのは初めてで、アプローチ先も全く分か

りませんでしたが、インターネット上のお寺が若者に人気があるこ

とを知り、そちらにアプローチして載せてもらった途端、ダウンロー

ド数が跳ね上がりました。ものによってアプローチの先や手法を変

えています。

富山のものづくりに必要なこと

桐山■澄川さん、活動の拠点は東京ですが、富山はどう見えますか？

澄川■日本で開催されるデザインの見本市の中では最も集客効果が

高い6月のインテリアライフスタイル展では、高岡が1番元気に見え

ます。日本中のデザイナーが高岡で何かしたいと思っていて、他の産

地はそれに対して焦りを感じていますね。

桐山■逆に、富山・高岡に足りていないなと思うところは？

澄川■林口さんのようなソフトの部分ですね。アイデアのセンスを

持った人材がいれば強力だと思います。

林口■｢ものづくり都市｣のブランド確立のためにも、クリエーターを

積極的に呼んで、サテライトオフィスという形で富山にも拠点を持っ

て行き来ができるようにするのも一つの手法ではないでしょうか。例

えば空き家をうまく整備して、それを受け入れ施設にするとか。

桐山■富山のガラス工房には、国内外の人たちが1ヶ月ほど滞在しな

がらものづくりができるアート・イン・レジデンスができました。他に

も数カ所、富山らしい場所があればいいなと思います。国内外のクリ

エーターが立ち寄るような場所になり、ものづくりを一緒にできるよ

うな環境ができたら理想的ですね。

澄川■今は見せ方が重要な時代であるとともに、エンドユーザーと作

り手側が直に繋がる時代でもあります。最も地域に根ざした ｢食｣ をう

まく見せることができれば、非常に面白い試みができるなと思います。

桐山■富山のものづくりは、ここ1〜 2年が勝負。トータルプロ

デュースという考え方で、ものづくりから発信の仕方まで新しいス

キームを作っていきたい。結果を求めていきたいと思っています。

澄川■AppleのiPadやiPhoneは形も機能もシンプル。物語性が明

快なんですね。そういう物語性を持った商品作りをしなければなら

ないことがひとつ。また、シンプルに素材で勝負する時代になってき

ています。高くてもいいものが売れるようになってきているので、そ

ういうところに商品のターゲットを向けて開発していくべきかなと

思います。

桐山■発表の仕方や見せ方で感動させることが、すごく大事だと思

います。それを心がけてないと、なかなかエンドユーザー、更には海

外マーケットには伝わらない。林口さんも富山に戻ってこられまし

たから、今後更に皆さんと掘り下げていきたいと思います。

■テーマ

富山のものづくりとその発信
［講師］澄川 伸一（プロダクトデザイナー）　林口 砂里（㈲エピファニーワークス代表／プロデューサー）

［日時］2013年1月10日㈭　［会場］富山県産業高度化センター 2F会議室

工夫と物語性、売り続ける姿勢が必要

澄川■SONYから独立後、色々なアイテムをデザインしました。様々

な素材を扱ってみたいという願望が以前からあったからです。また、

独立後10年間はコンペで連続して何かしらの賞が獲れたことも今

の自分につながっています。富山プロダクトデザインコンペで賞を

いただいたのが、蓋が反転してお皿になるという薬の容器入れ。発表

時から18年経ちますが、今も海外の美術館などで売られています。

また、名前は出していませんが、コクヨのハサミをデザインしまし

た。グリップ内に二段階のクッション構造を設けたことで、指が痛く

なりません。｢痛くない｣ というコンセプトはとても伝わりやすいん

ですね。このように少しの工夫とそれを伝える物語性があれば、物は

売れるのではと思っています。また、ライフワークになっている仕事

として、竹中銅器さんとのアルミ鋳物シリーズがあります。その発端

となった靴べらは、売上が安定するまで数年かかりましたが、その後

は流行に左右されずに長く売り続けています。自分のデザインを信

じて、結果が出るまでは諦めてはいけないことを実感しましたね。

ビジョンは明確に、方法は柔軟に

林口■私の仕事は、“世の中をより良く変えていけるような新しい価

値観を伝えていくお手伝い”だと思っています。そのために、現代美術

や音楽、デザイン、ファッション、建築など、新しい価値観を社会にも

たらす発想力や想像力を持つクリエーターやアーティストと共同で

仕事をしています。私がしていることは彼らとクライアントと社会

を“つなぐこと”で、実際には展覧会・イベント・コンサートなどの企

画、CD・DVDの製作・販売・プロモーションなどをしています。その

際、大事にしているのは“何をやるか”を決めること。最初にビジョン

を明確にし、そこに向けて具体的な手法を考えていきます。例えば、

昨年の夏に｢ダライラマの般若心経｣というiPadのアプリを作った時

デザインセンターと20年弱のつながりを持つ

澄川伸一氏と、地域のリソースを活用した地域

振興を目指す高岡市出身の林口砂里氏をゲスト

に迎え、商品を作った後の展開に関する提言と、

デザインディレクター桐山登士樹を交えての意

見交換を行いました。

商 品 開 発 研 究 会 ［ 最新デザイン情報の提供、商品開発促進、企業間交流を目的とした研究会 ］

1「CANON NEOREAL IN THE FOREST」　2 パナソニック「Photosynthesis ｰ光合成ｰ」　3「KARIMOKU NEW STANDARD」　

はやしぐち・さり／富山県高岡市生まれ。ワタリウム美術
館、水戸芸術館、東京デザインセンター等での勤務を経て、
2005年に㈲エピファニーワークスを立ち上げる。アートプ
ロジェクトやコンサートのプロデュースと共に、様々な分野
のクリエーターのマネジメントを行う。最近は地元・富山県で
の地域振興プロジェクトにも取り組んでいる。

すみかわ・しんいち／ 1962年東京新宿生まれ。84年千葉大
学工学部卒、ソニー㈱入社後、92年に澄川伸一デザイン事務
所設立。世界57 ヶ国の滞在経験を活かした常識にとらわれな
いデザインを実践。三次元CADを活用した人間工学、機能的な
曲面設計が得意。浴槽、カメラ、携帯、漆器、金属鋳物、木工、医
療機器など幅広いジャンルをデザイン。富山プロダクトデザ
インコンペ大賞など受賞歴多数。グッドデザイン賞審査員。
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㈱イスルギ　左官の技術と材料を活かしたプロダクト｢soil｣　

 

石動代表取締役専務■｢soil｣の開発は、メゾン・エ・オブジェに出品し

た弊社の左官アートが、石川県デザインセンターの志甫さんの目に留

まり、プロジェクトに加えていただいたのがきっかけです。それは石川

県の企業とデザイナーを繋いで新商品を生み出すというもので、デザ

イナーが弊社見学を通してプランニングしたものを元に我々が試作品

を作り、皆で議論しながら進めていきました。そんな中、デザイナーが

最初に着目したのが、左官の材料である珪藻土の吸水性。その特性と左

官の技術を活かして作ったのがコースターです。それを見たアッシュ

コンセプトの名児耶さんからオファーがあり、2009年6月のインテ

リアライフスタイル展で発表しました。ただ、実際の売り場では周知に

至らず、商品の分かりにくさが問題に。そこで、名児耶さんと一緒に売

りやすい形を考え、2010年から商品群をバス系・キッチン系とカテ

ゴリー分けすることで、売り方・見せ方を変えました。同年にはデザイ

ナーの高橋さん、稲垣さんも加わり、ドライングブロックやカッティン

グボードスタンド、ドライイングボード、傘立てなどを商品化。いずれ

も大変売れています。｢soil｣ は手作りなので量産できないのが難点で

すが、開発費があまりかからないのが利点。商品開発は簡単ですが、問

題は売り方でした。プロデューサーの存在、そしてインテリアライフス

タイル展で注目を集められたことが、今の｢soil｣につながっています。

上出長右衛門窯　窯の名前を広めるためのコラボレーション

 

6代目上出惠悟■約6年前、伝統工芸の後継者不足を知り、東京から帰っ

てきました。最初にアーティスト・MARUWAKA（現.丸若屋）のディレク

ションのもと、PUMAの自転車のパーツを九谷焼で作って以来、色々な

人とのコラボレーションを経て九谷焼の可能性を模索しています。その

代表例が、スペイン人デザイナー、ハイメ・アジョンとの作品。2010年

にデザインタイド トーキョーで発表し、2011、2012年にはミラノサ

ローネに出展しました。彼との仕事は、2009年の東京のデザインイベ

ントで僕が彼の作品に感動したのがきっかけ。プロデュースは丸若屋に

依頼し、プロジェクトがスタートしました。今回のプロジェクトで大事

にしたかったことは、デザイナーとプロデューサーと僕たちの三者が議

論を重ね、皆が納得したうえで商品を作っていくこと。それぞれの役割

をしっかり全うでき、上出長右衛門窯の商品として堂々と世に出すこと

ができました。実際に反響も良く未だに売れています。昨年には絵付け

のない ｢FORMA｣ シリーズを発表。九谷焼は絵が命ですが、彼のフォル

ムデザインを活かすため発表に踏み切りました。絵がない分、価格が抑

えられているので若い方には好評です。今回はハイメ・アジョンと組ん

だことで、上出長右衛門窯の名前を広く知ってもらえたことが大きかっ

たですね。以前は窯よりも僕が前面に押し出されることに葛藤を覚えて

いましたが、家業として見てもらえるようになりました。

㈶石川県デザインセンター　石川の企業とデザイナーをつなぐ

谷口ディレクター■代表的な事業内容は、商品開発支援、販路開拓支援、

人材育成、デザインに関わる相談、石川県デザイン展・国際ガラス展の開

催などです。商品開発支援では県の基幹産業と伝統産業の企業に対して

商品開発から販路開拓までを支援し、販路開拓支援では県内企業の商品

を集めたカタログを作成するとともに展示会への出展を行い、人材育成

では企業が示した課題に沿って学生がアイデアを提案するデザイント

ライアル事業を行うなど、幅広く取り組んでいます。

志甫チーフディレクター■最も重要に考えているのは、個別企業と地

域のデザイナーとセンター職員がプロジェクトを組み、ものづくりか

ら販路開拓まで支援していくことで、ここ10年ほど継続しています。

今や、伝統産業に関わらず、繊維産業もプライベートブランドの商品

開発を望む時代。ブランディングや販促はもちろん、物の価値の伝え

方が重要になってきています。県内の優秀なグラフィックデザイナー

の力をお借りしながら、一緒に支援していきたいと思っています。

■テーマ

企業視察バスツアー
［視察先］㈱イスルギ（石川県金沢市）、上出長右衛門窯（石川県能美市）、㈶石川県デザインセンター（石川県金沢市）

［日時］2012年1月24日㈭　

石川県のデザイン活用企業の現場を視察し、各

社でのデザイン活用に関する考え方を知る企業

視察バスツアーを開催。左官の技術や材料を活

かした生活用品群｢soil｣を展開する㈱イスルギ、

歴史ある九谷焼の窯元・上出長右衛門窯、㈶石川

県デザインセンターを視察してきました。

1 会場の様子　2 期間中イベントが開催された、パリの有名ライフスタイルショップ「メルシー」のエントランス　3 桜の樹皮を使った樺細工の茶筒などを発表した秋田県・藤木伝四郎商店のブース

尽きるのではないかと思います。

能作の一輪挿しは、さり気なく上質で存在感があり、非常に好評の様

です。また、藤木伝四郎商店の商品は、質感が非常に受けていました。

世界が求める日本の製品は、能作や藤木伝四郎商店に見ることができ

ます。パリは異文化を受け入れる素地のある場所なので、本来のオー

センティックなものの方が評判が良いようです。

最新トレンドが集まるホール8｢NOW!｣には、京都・東京・ミラノで展

開しているSfera、茶筒で有名な開花堂、新潟・燕の玉川堂といったブ

ランド、そして私が携わっている高岡銅器協同組合の｢KANAYA｣が

出展。マガジンラックが海外の雑誌に掲載されたり、高岡の伝統色を

使ったテーブルなど、世界各国から約20件あまりの引き合いがあり

ました。2年連続の出展で手応えを感じ始めています。

出展は明るく楽しく、長く続けることが大事

メゾン・エ・オブジェの面白いところは、バイヤーの目に適えば、リピー

ターになってくれること。3年、5年、10年と、ここを起点にして東南

アジアやロシアやヨーロッパにものを売る！といった気構えで取り組

むには最適な場所だと思います。

私が2008から2010年までジェトロのプロデュースをしていた時、

3年間で約48社をメゾン・エ・オブジェに持って行きました。今でもそ

の約1/3が出展されていて、それなりに成功を収められています。1

番成功しているのは、岡山のカモ井製作所でしょう。社長と部長が何

千個ものラッピング用テープのサンプルを旅行鞄に詰め込んで会場

に来ました。そして、そのサンプルを来場者に配り、色や柄など色々

な注文に対応していったんです。その結果、3ヶ月でヨーロッパでの

出店が決まりました。かなり異例なケースで面白かったですね。ポジ

ティブに明るく楽しく振る舞って、毎年こられるバイヤーに気に入っ

てもらえればすごくいいですよね。そういうマインドを持って、富山を

売っていく方向で取り組んでいかれたらいいのではと思います。

■テーマ

デザイントレンド速報

メゾン・エ・オブジェ 2013
［講師］桐山 登士樹（富山県総合デザインセンター デザインディレクター）

［日時］2013年2月13日㈬　［会場］富山県総合デザインセンタープレゼンテーションルーム

｢富裕層｣｢本物｣を意識したものづくりを

初期のメゾン・エ・オブジェは、ミラノのマチェフという見本市と似て

いましたが、主催者のSAFIが選定基準を厳しく審査し、出展企業を絞

り、装飾性、デザイン性あふれる上質なものに特化していった結果、世

界の商業施設やホテルなどのお客様と世界にお店を持つバイヤーや

オーナーが訪れるようになりました。世界でも最も洗練された展示会

だと思います。

今回の来場者総数は、79,085人。そのうち、プロフェッショナルが

76,149人、メディアが1,289人。プロフェッショナルの68％がバイ

ヤーで、32％がインテリアデザイナーやデコレーターなどの専門職で

す。最近はイタリア人が増えていて、5,667人と全体の約15％。次が

ベルギー、イギリス、ドイツとEU諸国が多く、その大半がショップ経営

者です。日本は1,764名で7番目になります。また、ロシア、中国、シンガ

ポールなどの富裕層が増えているので、そういった人たちに向けて、ど

うやって商材を売っていくかが一つのポイントになると思います。

今年のテイストの傾向は、｢ゴージャス｣、｢ハイセンス｣。ハイセンス

は従来の流れですが、富裕層の増加によってゴージャスさがかなり強

調されています。また、カラーの傾向は ｢ゴールド｣ や ｢カラフル｣ で、

ゴージャスと絡めて出てきています。クラフトマンが丹精に作り上げ

たゴールド系のものも人気。また、クラシックやオーセンティックな

ものに質感をうまく表現したものも高く売れますね。そういうことを

意識した視点をデザイナーが持つことも必要だと思います。

世界が、パリが、日本に求めるものとは

メゾン・エ・オブジェの運営会社SAFIは、全体のポテンシャルを上げ

るため、先に申しました様に出展企業を厳しく絞り込りこみます。そ

うして選ばれた企業に共通するテイストは、｢上質｣、｢端正｣、マテリ

アルを含めた ｢質感｣、｢ハイセンス｣ なテイストを感じさせるものに

1995年から毎年パリで年2回開催されているメ

ゾン・エ・オブジェは、イタリアのミラノサローネ

と並ぶ、世界インテリア見本市です。今回で7回目

の訪問となる桐山が、今年の1月18日から22日

まで開催されたメゾン・エ・オブジェ 2013に見

るトレンド速報について報告しました。

商 品 開 発 研 究 会 ［ 最新デザイン情報の提供、商品開発促進、企業間交流を目的とした研究会 ］

▲作業所でバスマットの計算された厚
みなどについて話す㈱イスルギの石動
代表取締役専務。

▲

｢soil｣のプロダクト。

▲上出長右衛門窯6代目上出惠悟氏。▲

ハイメ・アジョンがデザインした
｢FORMA｣シリーズ　醤油さし（鳥型）。

1 2 3
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事を前提に制作しました。環境音を基本に

時々ピアノ音が幻聴のように聞こえてくる

といった会話を楽しむのに心地良い静けさ

を持つ音演出を目指しました。｢"INFINITY" 

CITIZEN×WOW｣（2009年）はYouTube等

でも大きく取り上げられ、特にビジュアルス

タジオのWOWさんが更にブレイクするきっ

かけになった作品の一つだと思います。こち

らもあまり時間のない中、大半の音を即興演

奏に近い状態で作り上げ、映像に合わせた調

整を繰り返して完成させました。WOWさん

とは ｢Canon NEOREAL WONDER｣（ミラ

ノサローネ2011年）などでもご一緒してい

まして、サローネではまず日本で基本となる

楽曲と効果音のベースを作り、最終的にはミ

ラノの会場に全ての音を持ち込んで仕上げ

の作業をしています。

｢東京スカイツリー天望回廊450m｣（2012

年）は、作曲家でプログラマーの松本祐一さ

んとコラボレーションした作品。基礎となる

約1,600個以上の音はエンジニアと一緒に

幾つかの生楽器の1音1音を細かく録音した

音が中心となっていて、私が考案した大まか

なルールを元に開発された特別なプログラ

ムと組み合わせる事で季節や天候、時間帯な

どに沿った音楽や音が自動的に生成される

仕組みになっています。曇りや雨の日など景

色を見られないお客様のために聴覚でも補

完しようというのが目的ですので、天候が良

くなるにつれて音数が減っていくようなプ

ログラムを組んでいます。企画やプレゼンな

ど実際の制作以外の事も含めると2年近くか

かった案件です。

サウンドデザインと作曲との違い

基本的に作曲とサウンドデザインの作業に

大きな違いはありませんが、サウンドデザイ

ンの場合はクライアントのご要望や空間で

あれば周辺の音環境を含めた調査、音響測定

などのプロセスが入るのが作曲とは違うと

ころです。また納期も違います。サウンドデ

ザインはプロセスの複雑さが加わる分多く

の時間を費やしますし、音に関する企画立案

やプレゼン、音響設備の構築、運用、現場の

方々との兼ね合いや現場での最終調整、納品

後のアフターフォローを考えなければいけ

ません。かなり大変な仕事なのですが、私と

してはこれからもずっと取り組んでいきた

いと思っています。

音と社会の繋がりを探して

2005年にヤマハのサウンドエンジニアの

秦雅人さんと出会い、音響設計の技術を音楽

ホール以外の公共空間に応用する仕事をご

一緒するようになりました。その翌年には福

岡のデザインイベントのオープニングで初め

てご一緒し、採集された福岡の街や自然環境

音などを擬似的に会場に再現し、鳥や車の音

が目の前を横切るといった立体音響のライブ

を行いました。またこのライブではWOWさ

んとも初共演でき、以後の音楽活動もかなり

変化しました。特に、ある特定の目的や機能性

を持った音楽や音を追求する事がもっと必要

で、音が社会にコネクトして多くの人の役に

立つような方法を普段から考えるようになり

ました。空間やプロダクトに関しては、空間・

作品・そしてそこに集う「人」が主役です。音は

目に見えない存在ですがその空間やプロダク

トの目的や特性を細分化して各々のコンセプ

トを明確に音で表現することで、ユーザーへ

の訴求が更に増えるのではという想いで取り

組んでいます。またクライアントとのコミュ

ニケーションを重視しながら、音環境として

社会と強く結び付けるようなコンテンツの可

能性を追求しています。

嫌じゃない音をつくる

空間における音環境には、基本的な三要素が

あります。1つ目がシグナル。聞かせる音、

聞かせたい音、聞かせなければいけない音で

す。2つ目がノイズ。出来れば聞かせたくな

い音。3つ目がアテンション。駅や空港など

で使われる明確な情報を持った音。これは絶

対に聞かせなければならない音です。音をこ

の3つに分けて整理し、最終的に音の機能美

を追求したいというのが空間における音の

基本理念です。音は好き嫌いで決められてし

まいがちですが、私の中ではクライアントに

｢気にならない｣ といわれたら成功で、｢この

音いいね」とか「この音はあまり｣等と言われ

たら失敗で、誰が聴いても｢嫌じゃない音｣が

最終到達点と決めています。しかし音と空間

の関係はまだ難しく、その空間に音とコンテ

ンツが自動的に設定されるハードウエアや

ソフトウエアを作りたいなと思っています。

身近にある洗濯機にしても、なぜ洗濯機の音が

これなのかは多分誰も答えが出せない。まだ詰

め切れていないサウンドが数多くあるので、今

後はそうしたサウンドデザインをプロデュー

スしていきたいとも思っています。また公共空

間・住環境などの音環境を音を使わずに向上さ

せる建材の研究、家電や電子機器のための音の

研究開発にも力を入れていきます。

音響分野は照明に比べて10年ぐらい遅れて

います。音を直接人に向けない間接音響にも

まだ可能性がありますし、その効果を具現化

できる製品も作りたいと思っています。そのよ

うな事を実現できる環境を構築するにはユー

ザー、製品開発者、研究者、デザイナーといっ

た音分野以外の方々のご意見が重要ですし、

むしろ外の意見を積極的に取り入れないと本

当の意味で社会に貢献できる音は追求できな

いと思います。近い将来は社会の中の音につ

いて研究できるラボを立ち上げたいですね。

時間で作るという緊急案件でしたが幸運な

事に大きな手直しなしで完成という珍しい

ケースです。

CMの音楽以外に企業CMの最後に流れるサ

ウンドロゴも作っています。｢SONYサウン

ドロゴ｣（2009年）は、制作した約20個の中

から2個が選ばれ、2個とも採用されました。

｢エステー ｣（2007年〜）は、社名変更のタイ

ミングに ｢新しい“ピヨピヨ”にしたい｣ とい

うオファーを頂き、作った60個ほどの“ピヨ

ピヨ”音の中から1つが選ばれ、今も使って頂

いている音です。また携帯OS用の操作音や

次世代自動販売機の操作音、相国寺・金閣寺・

銀閣寺のwebサイトなどの音も制作させて

頂きました。

エキシビジョンやスペースを音楽で彩る

｢scene of tone YAMAHA Design 

Exhibition in ミラノサローネ｣（2007年）は、

ヤマハの楽器工場の音を収録、それらの音を

使って会場演出を行った案件です。私がヤマ

ハさんと共にこうした展覧会の会場を本格

的に音演出した初めての案件だと思います。

またその約1年後の ｢LEXUS International 

Gallery Aoyama｣（2008年〜）は主に新潟

で収録した自然環境音などをベースにしな

がら、レクサスのショールーム内でのコン

シェルジュとお客様との会話のしやすさを

最優先に考えました。スピーカーからの直

接音ではなく、壁や窓に音を当てる間接音

響の効果を用い、ヤマハYSPシリーズを特

別にカスタムした指向性スピーカーを使う

3つを基軸とした音楽の仕事

私の仕事は大きく分けて3つあります。1つ

目が、音楽を作ること。映画やCMなどの音楽

を作ります。2つ目が、サウンドデザイン。自

然音や電子音などを用いて、CMや携帯のOS

で使用されるようなサウンドを作っています。

3つ目は、建築空間のための音。サウンドデザ

インと作曲の間に居るようなお仕事で、空間

に特化した音楽を制作しています。この3つ

を基軸に仕事をしていますが、現在は8割以

上がクライアントワークで、作曲もサウンド

デザインもほとんどがコンピュータでの制

作になっています。

舞台、TV、webなど多岐にわたる音楽を

舞台音楽が私のキャリアのスタートでした。

｢ISSEY MIYAKE・2012年春夏パリコレク

ション｣（2011年）のようなショーは本番で

の時間的な束縛を考慮し、その時間軸と演出

案に沿った制作が必要不可欠で現場の音響

チームとの調整も重要だった案件です。短納

期でしたが数回のやり取りの中でディテー

ルを詰めて完成させました。

TVCMの音も制作しています。｢カナダド

ライ（2009年）｣ は、数日後にクライアント

チェックという差し迫った状況の中、映像を

制作されたWOWさんと細かなすり合わせ

を行いながらご一緒した作品です。｢SONY 

New Bravia World CM｣（2010年）は、音楽

と共に効果音の全てを制作しました。こちら

も数日後のプレゼンに向けて曲の原型を数

はたなか・まさと／ 1975年、北海道浜頓別町出身。独
学で作曲、ピアノ、音響学などを学ぶ。2002年ドイツ
のハンブルクに拠点を移し作曲家ビザを取得。バレエ作
品では世界トップクラスのダンサーとの共作で多くの
賞を受賞。04年に帰国後は主に建築空間のための仕事
を積極的に行う。08年 三宅一生21世紀人展、レクサ
ス青山、カネボウ SENSAI salon（スイス）。11年 ミラ
ノサローネ ｢Canon NEOREAL WONDER｣、ISSEY 
MIYAKEパリコレクション。12年 東京スカイツリー
天望回廊450mなど、様々な空間やイベントための音
楽作品を担当。あらゆる音に生命を与える独自の手法は
世界的にも高い評価を得ている。

空間、モノの質を高める
サウンドデザイン

今回のゲスト畑中正人氏は、音のオートクチュールをコンセプトに音のあり方を追

求しながら、舞台、芸術、建築、広告等の分野で数多くの音楽作品を手がける話題の作

曲家・サウンドデザイナー。音源の広さや豊かさ、そしてその状況に合わせた高度な

チューニングなど、的確なサウンドデザインに長けている方です。ナイトフォーラム

では、そんな畑中氏の仕事内容や今後の展望などについてお話しいただきました。

［ゲスト］畑中 正人（作曲家・サウンドデザイナー）　［日時］2013年2月19日㈫

［会場］富山ガラス工房 Glass Café Clie ▲ISSEY MIYAKE・2012年春夏パリコレクション（2011）

▲"INFINITY" CITIZEN×WOW（2009）

http://www.hatanakamasato.net/
ウェブサイトで作品が視聴できます。

多 彩 な ジ ャ ン ル の

ゲ ス ト を 招 い て の

講 演 お よ び 交 流 会

第16 2 回
ナイトフォーラム

▲Canon NEOREAL WONDER（ミラノサローネ2011） Photo by Daisuke Ohki
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富山県では、県内で企画・製造された工業製品の中で、

デザイン性・性能・品質に優れたもの、富山らしさのあ

る商品を「富山プロダクツ」として認定し、その普及と

販路拡大を支援しています。2012年9月4日の選定

会では、47点の申請の中から25点を選定。

選定会に続き、デザインウエーブイン富山の開催に合

わせて展示会を開催。多くの来場者が富山のあたらし

いデザインに注目しました。

優れた富山ブランドを
全国へ発信！
平成24年度富山プロダクツに25点が選定

［富山プロダクツ選定品展示会］2012年10月11日㈭ 〜16日㈫

［展示会場］富山県民会館1Fロビー

委員長／大 矢 寿 雄

委　員／小 川 滝 平

　　　 蒲 田 龍 性

　　　 長 山 智 美

　　　 矢 口 忠 憲

　　　 桐山 登士樹

（富山県総合デザインセンター 所長）

（㈱フジイ 経営管理本部企画開発部 マーケティンググループ）

（㈶富山県新世紀産業機構中小企業支援センター
支援マネージャーグループ プロジェクトマネージャー）

（インテリアスタイリスト）

（富山大学芸術文化学部 准教授）

（富山県総合デザインセンター デザインディレクター）

選定委員

優凜シリーズ どありん 遊（ゆう）

㈱山口久乗／高岡市

あたま飾りの蝶や葉っぱがひらひら、くるくる

ゆれながらかわいい音と遊ぶ。気分が楽しくな

るおりん。

デザイン 磯野 梨影

アイスクリームスプーン 15.0%
㈱タカタレムノス／高岡市

手の平に馴染むふっくらとした形が特徴的。素

材はアルミニウムの無垢。熱伝導率の高さを利

用して、スプーンを持つ手の体温で溶かしなが

らすくうことができる。

デザイン 寺田 尚樹

RIKI CLOCK RC
㈱タカタレムノス／高岡市

｢RIKI CLOCK｣ の電波時計バージョン。美し

いデザインに機能を充実させ、時計として必要

な要素を極めた商品。使いやすい大きさを考慮

し、現行の中間サイズとした。

デザイン 渡辺 力

CARVED
㈱タカタレムノス／高岡市

グラフィックをフォルムとして扱うことを試みて

いる。彫り込まれた文字の落とす陰影が文字盤に立

体感を与え、周囲の光環境に応じて表情を変える。

デザイン 寺田 尚樹

八角の時計
㈱タカタレムノス／高岡市

渡辺氏が影響を受け、あるいは氏の影響を受け

たすばらしい時計の中で、生産を終えたもの

を、素材やバランスを見直しリデザイン。

デザイン 渡辺 力

ベンチ chiiシリーズ ch02 
usuiworks㈱／富山市

環境に配慮した素材、OSBを使った小さな家

具、生活用品。

デザイン 小林 幹也

T O Y A M A  P R O D U C T S  2 0 1 3

竹拭漆ハツリ面舟形盛器
南部 治夫／富山市

富山市呉羽丘陵産で肉厚の孟宗竹を原材料と

し、ナタやノミによるハツリ面を底部にマチ

エールとして活かした商品。

優凜シリーズ どありん 響（ひびき）

㈱山口久乗／高岡市

広く豊かにたゆたう音は、遠くにいても近くに

いても大切な人の出入りを知らせてくれる。深

くやさしく響くおりん。

デザイン 磯野 梨影

花器 HOOP
㈱能作／高岡市

錫の性質によりリングの部分を自由に変形さ

せて使用できる。花を生けた姿は、まるでお花

がフラフープをしているよう。

デザイン 梅野 聡

優凜シリーズ どありん 雫（しずく）

㈱山口久乗／高岡市

水のしたたる音、川のせせらぎのように、清々

しくさりげなく、暮らしに溶け込む音。何個で

も使ってみたくなるおりん。

デザイン 磯野 梨影

ビアカップ
㈱能作／高岡市

錫100％の素材によるビアカップ。砂型の鋳

肌を活かした仕上げにより、きめ細かい泡立ち

になる。

プランター chiiシリーズ ch09 
usuiworks㈱／富山市

環境に配慮した素材、OSBを使った小さな家
具、生活用品。
デザイン 小林 幹也

ゴミ箱 chiiシリーズ ch06 
usuiworks㈱／富山市

環境に配慮した素材、OSBを使った小さな家
具、生活用品。
デザイン 小林 幹也

ティッシュケース chiiシリーズ ch07 
usuiworks㈱／富山市

環境に配慮した素材、OSBを使った小さな家
具、生活用品。
デザイン 小林 幹也

左から  TAKAKU、MARU、KAKU

左から  01.vanilla、02.chocolate、  
03.strawberry

左から 蝶、葉、実、鳥、花

※OSB…あまり利用されてない低質広葉樹から作る木質系ボード。

苗字封筒
㈲桂樹舎／富山市

日本人に多い苗字をそれぞれパターン化した、

お札がぴったり入るサイズの洋封筒。

デザイン Y2 有井 ゆま・有井 ユカ
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大  阪

岡  山

くらしを彩る生活雑貨、
インテリアアイテムなどをセレクト。

TOYAMA
デザインセレクト in 岡山

［会期］平成25年3月8日㈮〜3月19日㈫

［会場］天満屋岡山店
　　　  （岡山市北区表町2-1-1）

T O Y A M A

デ ザ イ ン セ レ クト 2 0 1 2

県 外 3 カ 所 で 開 催 ！

毎年、県内外で開催されている「TOYAMAデザインセレクト」。今年度は大阪、岡

山、東京の3会場で開催しました。「富山プロダクツ選定商品」を中心に、富山生

まれのデザイン性に優れた商品を取り揃えました。今回は全国の百貨店や専門

店などにキッチンウエア・ハウスウエアを供給する専門商社である、㈱フジイに

販売協力をお願いしました。

T O Y A M A  P R O D U C T S

文具トレイ
㈱二上／高岡市

表面は鋳肌、裏面はウーペ（起毛）張りで机面に

傷がつかないようになっている。小物、名刺、メ

モ、マネートレイなど用途は幅広い。バリエー

ションとして伝統着色を施してある黒ムラシ

リーズもある。

デザイン 大治 将典

DEN Old Glass,Tumbler Glass
天野漆器㈱／高岡市

ガラスの透明感と漆の温もり、螺鈿の神秘的な

輝きが重なり合った逸品。ガラスと漆、両面の

質感と、飲み物を入れた時のコントラストを楽

しめるデザイン。

デザイン 梅野 聡

道具立て
㈱二上／高岡市

真鍮の重さを活かして、お玉や菜箸など背の

高いものを入れても倒れにくくなっている。内

側に錫引きを施している。

デザイン 大治 将典

県内ベンチャー企業の新商品開発や販路
開拓を支援する制度で、富山県は平成17
年度から導入しています。認定商品は県と
の随意契約により納品できるほか、県の
使用後の評価をもとに企業はブラッシュ
アップに繋げることができます。
富山プロダクツに認定された商品は、この
制度に応募することができます。

トライアル発注制度

鏡餅飾り
嶋田工芸／砺波市

モチは栃（トチ）材。みかんは欅（ケヤキ）材。葉

は高岡銅器の鋳物。伝統工芸庄川挽物の生地加

工技術と木目の美しさが特徴。中が空洞になっ

ていて、お米や餅を入れてお供えに使える実用

的なデザイン。

collinette コリネット
㈱ナガエ アート事業部／高岡市

“小さな丘”という意味のアルミのツボ押し。素

材の持つ冷たい質感とやわらかく穏やかなフォ

ルムが疲れた足の裏や肩、首筋を心地よく刺激。

マッサージオイルを垂らして使うこともできる。

デザイン 松山 祥樹／マッサージオイル販売元 

㈱モア・トゥリーズ・デザイン

炭草花 デオドラントカーボン
アイオーティカーボン㈱／富山市

高機能木炭の粒を好みの器や袋に入れて使用

できる脱臭剤。ガーデニングなどの土壌改良木

炭として土に混和させるのもおすすめ。

コンコード・エマーソン「高岡着色」モデル
平和エネルギー㈱／高岡市

㈲シモタニ製ペレットストーブの美しいフォ

ルムに、高岡で受け継がれた金属着色を施した

限定モデル。

着色 ㈲モメンタム・ファクトリー・Orii

SHIKE SILK SHADE
㈱松井機業／南砺市

県内で松井機業のみが織っている貴重な「し

け絹」のシェード。※しけ絹…二頭の蚕が一緒

に一つの繭を作ることが稀にあり、そこから

できる糸で織りあげたもの。

T O Y A M A  P R O D U C T S  2 0 1 3

炭草花 フォー・ドロワー
アイオーティカーボン㈱／富山市

ニオイのこもりがちな引き出しや下駄箱、衣
類箱に最適な脱臭アイテム。3サイズの展開
なので広さに応じて使うことができる。

鏡餅飾りなどお正月にぴったりの
お祝いアイテムを中心にセレクト。

日本の伝統×モダンデザイン

富山プロダクツ
セレクション

［会期］平成24年12月26日㈬〜
　　　  平成25年1月15日㈫

［会場］阪神百貨店 梅田本店 7Fテーブルエッセンス
　　　  （大阪市北区梅田1-13 -13）

近年、情報化の進展や生活スタイルの変化、さらに

は国際競争も激化する中、商品の売り方がこれまで

の百貨店等での店頭販売からネット販売中心に重

点が移ろうとしています。

こうしたことから、世界中のデザインアイテムをオ

ンラインアップ販売する最大手のジャパンデザイ

ンネットワークの通販サイトcaina.jp（カイナ）に、

富山プロダクツ選定商品を掲載し、県内企業が開発

したデザイン商品の販売促進を図りました。

▼ ▼ http://www.caina.jp/

Benea（ベネア）

北陸エステアール協同組合／南砺市

シニア向けインナー。簡単に装着できるよ

う、よく伸びる素材を使用。生地裏は綿混素

材を使用し、締め付けない柔らかな仕立てを

している。富山県工業技術センター生活工学

研究所と総合デザインセンターとの共同開

発。製造はすべて富山県内。

東京では、平成25年3月13日㈬〜3月20日㈬に、松屋銀座本店7Fテーブルジョイ（東京都中央区銀座3-6-1）にて、春からの新生活にぴったり

の生活雑貨、インテリアアイテムなどをセレクトし、「TOYAMAデザインセレクトin東京」が開催されました。

caina.jp（カイナ）にて
富山プロダクツ商品の販売を開始しました。
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2012年度（平成24年度）事業報告

事業名 名称・日時 内　容 摘　要 場　所

1.�デザイン開発
支援事業

商品開発研究会
2012.6.12

9.12

2013.1.10

1.24

2.13

第一部　商品開発研究会H23年度事業実績報告及び
　　　　H24年度事業計画について
第二部　デザイントレンド速報「ミラノサローネ2012」

富山プロダクトデザインコンペティション2012最終審査会

「富山県のものづくりとその発信」

石川県企業視察バスツアー

デザイントレンド速報「メゾン・エ・オブジェ2013」・「KANAYAの
取り組み」

講師：桐山　登士樹（総合デザインセンター　デザインディレクター）

講師：澄川　伸一（プロダクトデザイナー）
　　　林口　砂里（プロデューサー）

講師：桐山　登士樹（総合デザインセンター　デザインディレクター）

富山県産業高度化センター
会議室

富山国際会議場
2F特別会議室

富山県産業高度化センター
会議室

視察先：
㈱イスルギ
上出長右衛門窯
㈶石川県デザインセンター

総合デザインセンター
プレゼンテーションルーム

デザインアドバイザー事業
新川・富山相談窓口の開設 企業の商品開発や、PR、各種情報にいたるまで、幅広くサポート。

「商品開発についてアドバイスしてほしい」「企業の魅力や商品を効果
的にPRしたい」「商品開発の補助事業を知りたい」といった様々な要
望をもつ県内企業、個人事業者の方を対象に個別相談に応じるデザイ
ン相談会を開催。

【新川地区】
相談日時：毎月第1金曜日　13：30～16：30

【富山地区】
相談日時：毎月第2・4金曜日　13：30～16：30

富山県魚津総合庁舎
4F405会議室

富山県総合情報センタービル
2F第5会議室

プロジェクト推進事業
デザインコーディネート事業
2012.7.9～

2013.3.30
富山県内のデザイン開発支援策として、企業にデザイナーを派遣し、
デザインを軸に魅力ある商品開発プロジェクトを発起させ、県内のデ
ザイン開発を推進する。

派遣先企業①：㈲桂樹舎（富山市）
派遣デザイナー1：天野　芳美
派遣デザイナー2：粟辻　美早（㈱粟辻デザイン／グラフィックデザイナー）
派遣先企業②：嶋田工芸（庄川町）
派遣デザイナー：天野　芳美
派遣先企業③：高岡漆器㈱（高岡市）
派遣デザイナー：天野　芳美
派遣先企業④：㈱能作（高岡市）
派遣デザイナー：天野　芳美

2.�販路開拓支援
事業

富山デザインセレクト
2012展
大阪展
2012.12.26～

2013.1.15

岡山展
2013.3.8～3.19

東京展�3.13～3.20

「富山プロダクツ選定商品」を中心に、富山生まれの商品を展示・販売

「富山プロダクツ選定商品」を中心に、富山生まれの商品を展示・販売

「富山プロダクツ選定商品」を中心に、富山生まれの商品を展示・販売

阪神百貨店　梅田本店
7Fテーブルエッセンス
（大阪府大阪市）

天満屋岡山店
（岡山県岡山市）

松屋銀座
7Fテーブルジョイ
（東京銀座）

デザインBizマッチング
2013.3.1～3.31 デザイン雑貨・インテリア家具のオンラインショップ�caina.jp（カイ

ナ）での富山プロダクツ選定商品の販売

3.�人材育成事業
�デザインスキル
アップ事業

デザインと経営を考える会
2012.5.16

6.13

7.12

9.12

10.10

11.15

「クール・ジャパン戦略で経済成長を目指す」

「地方発のヒット商品を生むために不可欠な考え方」

「クラウド時代の国際競争力と21世紀の新しい経営モデル」

「デザインが創りだす価値」

「デザインへの意識が日本の企業を変えていく」

意見交換会

講師：三原　龍太郎（経済産業省商務情報政策局デザイン政策室　室長補佐）

講師：北村　森（商品ジャーナリスト／元日経トレンディ　編集長）

講師：辻野　晃一郎（アレックス㈱　代表取締役社長兼CEO）

講師：田中　一雄（㈱GKデザイン機構　相談役・前代表取締役社長）

講師：内藤　廣（建築家／東京大学　名誉教授）

ANAクラウンプラザホテル富山
4F孔雀の間

〃

〃

〃

〃
19F天空の間

〃
4F孔雀の間

4.�デザイン交流
事業

デザイン講習会
2012.9.4 「新しい売り方を探す」 講師：長山　智美（インテリアスタイリスト）

　　　小川　滝平（caina.jp　バイヤー・ディレクター／
　　　　　　　　㈱フジイ　経営管理本部企画開発部　マーケティンググループ）

富山県産業高度化センター
会議室

デザインセミナー
2012.10.11 「今、若手デザイナーが考えるプロダクト」 講　師：鈴木　啓太（プロダクトデザイナー）

　　　　羽田　純（富山大学芸術文化学部　コーディネーター）
富山県民会館
1Fロビー

ナイトフォーラム
第161回ナイトフォーラム

2013.2.19 「空間、モノの質を高めるサウンドデザイン」 ゲスト：畑中　正人（作曲家・サウンドデザイナー） 富山ガラス工房
「Glass�Café�Clie」

事業名 名称・日時 内　容 摘　要 場　所

5.情報発信事業
デザイントレンド
発信事業

機関誌の発行
2013.3 offer40号　平成24年度事業報告

デザイン雑誌情報 日経デザイン、AXIS、confort、ELLE�DÉCOR、Casa�BRUTUS、
＋DESIGNINGなどのデザイン誌を整備し、デザインセンターライブ
ラリーなどで閲覧するなどの情報提供を行う。

6.越中富山お土
産プロジェクト

富山お土産プロジェクト委員会
2012.12.5

2013.1.30

3.13

新商品の決定、今後の事業予定等について協議

次期商品開発の試食・検討作業

H24年度事業報告について

委員：中山　真由美（㈲ファイン・プロジェクト　アートディレクター）
　　　能作　幾代（nousaku店主、チーズソムリエ）
　　　羽根　由（㈱生活ネット研究所　代表取締役所長）
　　　平島　亜由美（北日本放送㈱　報道制作部　次長）
　　　大矢　寿雄（総合デザインセンター　所長）
　　　桐山　登士樹（総合デザインセンター　デザインディレクター）

総合デザインセンター
プレゼンテーションルーム

〃

〃

7.�デザインウエ
ーブ2012イ
ン富山

デザインウエーブ開催委員会
2012.4.28 富山県民会館　706号室

富山プロダクトデザイン
コンペ2012

2012.5.1

7.17

9.12

9.12

募集
　作品パネル受付

第一次審査会
　一般応募作品396点を作品パネルで審査

最終公開審査会
　�第一次審査を通過した13作品を模型とプレゼンテーションによる
公開審査

表彰式・交流会

審査員：赤池　学（ユニバーサルデザイン総合研究所　所長／科学技術ジャーナリスト）
　　　　橋田　規子（芝浦工業大学　教授／プロダクトデザイナー）
　　　　山田　遊（㈱method　代表取締役／バイヤー）
　　　　大矢　寿雄（総合デザインセンター　所長）

〃

東京国際文化会館
（東京都港区）

富山国際会議場
2F特別会議室

ANAクラウンプラザホテル富山
19F天空の間

パネルディスカッション
2012.9.12 「売れるデザイン、売れないデザイン～消費者や市場の変化を探る～」 講師：赤池　学、橋田　規子、山田　遊

進行：桐山　登士樹
富山国際会議場
2F特別会議室

ワークショップ
2012.9.7～9.9 「ガラスとメタルのプロダクト」

「富山素材＋」とテーマを設け、ガラスとメタルの新たな魅力を探る
アドバイザー：近藤　康夫（近藤康夫デザイン事務所／デザイナー） 富山ガラス工房、

高岡市デザイン・工芸センター、
総合デザインセンター

展示会
2012.10.11～10.16 「富山プロダクトデザインコンペティション2012作品展」

「ガラスとメタルのワークショップ作品展」
「富山で生まれた富山の良いものTOYAMA�PRODUCTS展」

富山県民会館
1Fロビー

デザインウエーブ報告書
発行

2013.2.28

商品化検討
2012.9～2013.3 富山プロダクトデザインコンペティション2011入賞作品、ワークシ

ョップ提案作品試作及び商品化検討

8.富山プロダク
ツ選定事業

2012.4.1～9.3
（通年募集）

県内で企画、製造される性能、品質及びデザイン性に優れた工業製品
の認定制度「富山プロダクツ選定商品」の公募

選定委員会
2012.9.4 応募（47点（17社3名））された商品の中から25点（13社1名）を「富

山プロダクツ選定商品」として選定。
選定委員長：大矢　寿雄（総合デザインセンター　所長）
選定委員：小川　滝平（㈱フジイ　経営管理本部企画開発部　マーケティンググループ）
　　　　　蒲田　龍性�（㈶富山県新世紀産業機構中小企業支援センター支援

マネージャーグループ　プロジェクトマネージャー）
　　　　　長山　智美（インテリアスタイリスト）
　　　　　矢口　忠憲（富山大学芸術文化学部　准教授）
　　　　　桐山　登士樹（総合デザインセンター　デザインディレクター）

総合デザインセンター
プレゼンテーションルーム

県産業高度化センター
1F展示室

選定証交付式
2012.10.11 富山プロダクツ選定証交付式（9社、1名出席） 選定企業名：�アイオーティカーボン㈱、天野漆器㈱、usuiworks㈱、

㈲桂樹舎、嶋田工芸、㈱タカタレムノス、㈱ナガエ、
南部治夫、㈱能作、㈱二上、平和エネルギー㈱、北陸
エステアール協同組合、㈱松井機業、㈱山口久乗

富山県民会館
1Fロビー

展示会
2012.10.11～10.16 「富山で生まれた富山の良いものTOYAMA�PRODUCTS展」

今年度選定された25点と過去の選定商品を展示
富山県民会館
1Fロビー

25 26




