
全国のクリエイティブを活用した産業創出に関わる方々をゲストに迎え、定期的

に開催するトーク＆交流イベント『CREATIVE PLATFORM CAFÉ』。第６回目と

なる今回は、金谷 勉さん、中野伸哉さん、松岡勇樹さんの 3 名をゲストにお迎えし

ます。金谷さんと福井県鯖江市のメガネ素材加工メーカーとの共同開発で生まれた

商品『 Sabae mimikaki』。長い時間身につけるために “かけ心地 ”を追求したメガ

ネの素材に着目し、新たに開発されたのはなんと耳かき。この商品は、１年半で2

万 5 千本を売り上げ、その後５年で12 倍の売上を伸ばすきっかけになり、地元の

雇用増加にも繋がりました。地場産業との協業で新しい観点から商品を生み出し、

それをヒットに繋げるポイントについて、具体例を交えてお話しいただきます。

さらに、大分県国東半島の地域産品・七
しち

島
とう

藺
い

を使った商品を国内外に展開する株

式会社 国
くに

東
さき

七
せぶん

の中野伸哉さん、ダンボールを素材に開発したマネキンやクラフト

製品『d- to rso 』シリーズを展開する株式会社 アキ工作社の松岡勇樹さんにご登

壇いただき、それぞれの “目の付けどころ”と、それを新規市場開拓に結びつけるた

めの工夫や課題をお話しいただきます。
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“目の付けどころ”をヒット商品に繋げる― 鯖江と国東の事例から

［ イベント詳細 ］

ゲスト = 金谷   勉（クリエイティブディレクター／有限会社 セメントプロデュースデザイン）

           中野伸哉（イラストレーター・陶芸家／株式会社 国東七 取締役会長 ）

           松岡勇樹（ 株式会社 アキ工作社 代表取締役社長 ）

モデレーター = 山出淳也（CREATIVE PLATFORM OITA 編集長 ）

日時 = 2017年7月26日（水） 15 :00 〜 17:30（開場14:30）　　
会場 = 株式会社 アキ工作社 （ 大分県国東市安岐町富清3209 -2 ） 
参加費 = 無料
定員 = 40名程度
主催 = CREATIVE PLATFORM OITA

［ 交流会］

時間 = 17: 40 〜19 :00
参加費 = 3,000円（税込） ※事前申込みが必要です。

CASE STUDY



山出：セメントプロデュースデザインを設

立するまでには、どのような経緯があった

のでしょうか？

金谷：僕は学生時代にデザインを専門に

学んだわけではありません。大阪でも３本

の指に入るくらい大きなプロダクションで

営業やマネージメントをしていたとき、社

内ベンチャー事業に関わり、自社プロダク

トの開発に携わったのがきっかけで企業を

決意したんです。

山出：会社設立後、最初に作られた商品

『Happy Face Clip（ハッピー フェイス ク

リップ ）』は、どういう経緯で作られたんで

すか ?

金谷：そもそもモノづくりに取り組んだきっ

かけは、自分たちで収益を上げられる仕事

を作ろうと思ったことでした。

当初は事業資金もなく、金型の製造にも苦

心しました。どうにか完成した製品を持っ

て営業に行っても、取引口座さえなかな

か開いてもらえませんでした。販売計画も

ないままパッケージのロット数に合わせて

大量の在庫を抱えてしまったので、資金繰

りも大変で、信用がないところから商売を

始めることの難しさを知りました。その経

験から、ただデザインができるというだけ

では強みにならないことを痛感し、ものづ

くりを最短で進められる連携のあり方で、

マーケットにトライできる商材を作ろうって

決めたんです。

山出：なるほど。

金谷：ある職人さんが「すごくいい仕事が

できる小さな会社があったとしても、大手

は大手としか仕事をしない」と言っていたの

を聞いて、製造業とデザイン業界は同じ

構造なんだと気づきました。それで、職人

さんたちと一緒に何かしたいと考えるよう

になったんです。自分たちの世代が、次の

需要を創出しなければと思ったんです。

山出：さまざまな地場産業やクリエイター

とのコラボレーションは、どのように展開

していったんですか?

金谷：2009年から、販路開拓 の機会と

なるイベント『ギフト・ショー』で『 アクティ

ブクリエイターズ 』っていう企画を続けてい

ます。『ギフト・ショー』の会場はとても広

いので、散り散りになってしまうと出会い

に繋がりにくいんですよね。 そこで『 アク

ティブクリエイターズ』では、会場の一角に

ものづくりに携わる事業者やクリエイター

が集まるブースを作り、出展者を募集して

います。

こういうイベントの目的や役割って、異な

る視点の人に来てもらうことだと思います。

そういう場を経験し、切磋琢磨して育って

いかなければ、日本のプロダクトのレベル

は上がらないと思ったんです。

山出：異業種交流会『 LOBBY 』も全国各

地で開催されていますよね。異業種交流会

や名刺交換会って、そこから先に発展し

ないケースも多いと思いますが、そういう課

題をどのように解消しているのでしょうか ?

金谷：発展しないのは「異業種」と言いなが

らも、参加者のジャンルが似通っているか

らだと思います。同じ要素をいくら掛け合

わせても、違う土地へは旅立てません。職

人とデザイナーをマッチングさせるために

は、第３者が橋渡しすることが大事なんで

す。

新潟では『LOBBY』で知り合った事業者同

士が作った商品が、グッドデザイン賞を受

賞しました。交流会でお酒を飲みながらア

イデアを交換すると、通常だったらすぐには

動けないようなことでも、その場の雰囲気

で実現しやすくなることもありますからね。

山出：地場産業との協業など、セメントプ

ロデュースデザインが手がけた事業の、ビ

ジネスとしての成果についてお尋ねしたい

です。

金谷：ビジネスというよりは、同じ世代の人

が困っていると聞くと手伝いに行き、地域

産業の供給活動をしているような感覚です

ね。たまたまの出会 いのなかで会社を進

めてきて、今の形があるんです。

山出：困っている例って、具体的にはど

んなことがありますか ?

金谷：福井県鯖江市のメガネ素材を輸 入

する商社からは、在庫過多になっている

素材を活用して、メガネ業界以外にアクセ

聞き手：山出淳也
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クリエイティブディレクター／有限会社 セメントプロデュースデザイン

今回お話を伺ったのは、デザインを軸に、

流通を見据えた地場産業との協業に取り組む

セメントプロデュースデザインの金谷さんです。

クリエイティブ人材が関わったからといって、

全てがヒット商品に成長するとは限りません。

約500店舗の流通先とのコネクションを強みに、

市場への流通を見据えながら全国各地で地場産業との協業を進める

金谷さんのプロデュース事例から、

地場産業をヒット商品へと繋げるヒントを探ります。

金谷 勉

セメントプロデュースデザインの
第一号商品『 Happy Face Clip』



スできる商材を作りたいと相談を受けまし

た。

それで生まれたのが『Sabae mimikaki（さ

ばえ みみかき）』です。良質な材料のみで

製作しているので、販売価格は１つ 3,900

円です。決して安くはありませんから、当

初は年間 1,000 本売れればいいと思って

いましたが、展示会で 5,000 本ものオー

ダーをいただきました。結果、1年半で 2

万 5 千本を売り上げ、その後 5 年で12 倍

の売上を伸ばすきっかけになり、地元の雇

用増加にも繋がりました。

山出：デザインやプロデュースのみではな

く、流通や販売まで考えるんですね。

金谷：僕らとしても収益を上げたいですか

らね。デザインって相対的なものだから、

場面が変われば売れることもあるんです。

自分たちの技術を違うマーケットに売り出

すこと、そしてユーザーとバイヤーとメー

カーをデザインで繋いでいくことが大切だ

と思っています。

山出：今までに関わったことのない業種

や分野の仕事であっても、金谷さんにプ

ロデュースを依頼をすることは可能でしょ

うか ?

金谷：最近はそういう仕事が増えていま

す。これは熱海の事例ですが、ピーク時に

は900 軒くらいあった旅館が、今は2 〜

300 軒にまで減っているんです。それに

連鎖して、工務店や下請けの建具屋、左

官屋も倒産しています。このような窮状に

ある建具屋さんから相談を受け、建材を活

用したまな板を開発しました。

山出：リリースやPRもしているんですか ?

金谷：外部の会社とも連携しながらやって

います。このまな板はギフト需要やシーン

設定をした商品なのですが、『星野リゾート

熱海』のアメニティに採用されたことから、

新たな仕事に繋がっていきました。

たとえクライアントの業種や業態とは違う

ものになったとしても、僕らは依頼された

事業がしっかりと継続できる形を作りたい

と思っているんです。

山出：そういう提案って、たとえば何代も

続く職人の家からは反対されることもあり

ますよね。クライアントにご理解いただく

ために、どのようなことを心がけていらっ

しゃいますか ?

金谷：「やってみないとわからない」その一

言に尽きます。僕らは、製造事業者のリビ

ルドができるデザインプロデュース会社を

目指しています。そのためには多くのケー

ススタディを蓄積することが大事です。大

手のコンサル会社や銀行には、経営の分

析資料は作れても、物を作ることはできま

せん。その資料だって、最後のページに

は結局「自社で新業態開発をしましょう」っ

て書いてあるんです。製造業者にも、そこ

まではわかっているけれど、その先が作れ

ないから困っているんですよ。僕たちだっ

たら、その先の話までできます。そういう

ことができなければデザインに未来はない

と思っています。

1971年大阪生まれ。1999年『CEMENT PRODUCE DESIGN 』設立。自社流通先を持っていることを強みに、流通を見据えた形での地場産業との協業企画『みんなの地域
産業協業活動』を進めている。2013年『Sabae mimikaki』でグッドデザイン賞受賞。主な協業に、旭川の木工産地、愛知の陶磁器産地等との商品開発など。京都精華大学講師・
金沢美術工芸大学講師も務める。

建材を活用したまな 板『face two face』

福井県鯖江市のメガネ素材を輸入する会社と協業して作られた『 Sabae mimikaki 』

金谷  勉（クリエイティブディレクター／有限会社 セメントプロデュースデザイン）



山出：中野さんはイラストレーターとして国

内外でさまざまな雑誌・広告のイラストや

玩具のパッケージイラストなどを手がける

傍ら、プロデュースやデザイン、陶芸など、

多岐にわたる活動を展開されていますね。

中野：ええ。紙媒体が少なくなっている昨

今、これからはイラストレーターとして何が

できるのか、その多様性を探る必要がある

と思っています。イラストレーションとは、説

明図のことです。業界誌や専門書って文字

だけでは上手く伝わらなかったりしますよ

ね。そこで、その記事に書かれていること

を自分なりに咀嚼して絵で表現するんです。

また、複数人のチームで完成させる記事で

は、イラストへの要望がデザイナーと編集

者とで食い違っていることもあります。そ

の間を取り持って、交渉・調整しながら仕

上げていくのもイラストレーターの仕事の

うちなんです。

山出：中野さんの活動の根本には、いかに

お客さんに伝えるかということがあるんです

ね。その考え方は、プロデュースの仕事に

も共通しているのではないでしょうか ?

中野：そうですね。クライアントの多くは、

確信が持てず悩んでいます。だから、そ

の考えをまとめるのがプロデュースの始ま

りだと思います。僕の場合は、雑談のな

かで小出しに提案しながら、その人が本当

に望んでいることに気づかせ、背中を押す

よう意識しています。

山出：中野さんがプロデュースした『温故蜜

柑』について教えてください。

中野：国東の『岸田果樹園』の岸田さんが、

みかんを売るには味だけではなく、産地や

ブランドが重要であると気づき、僕のとこ

ろへブランディングの相談に来たのが始ま

りです。実は僕はみかんが苦手なんですけ

れど、食べてみたら信じられないくらい美味

しかったんですよね。それで、これはなんと

かしなきゃいけないなと思い「みかんが口に

入るまでは僕の責任、口に入れた後は農家

の責任」という役割分担でブランディングを

していきました。

山出：それが『 温故蜜柑』ですね。売れは

じめたのは、ネーミングやパッケージなど

によってブランディングをしたからですか ? 

中野：ええ。最初は明治屋さんに取り扱っ

てもらえるようになり、宅配で人気が出ま

した。その後、京都市場にも出荷するよう

になり、国東市のふるさと納税でもかなり

の人気商品となっています。

山出：『ハンザキ柚子 』のプロデュースもさ

れていますよね。

中野：はい。柚子農家から、無農薬栽培

の柚子には『訪
ほう

花
か

害
がい

虫
ちゅう

』という虫による被

害があると聞きました。僕はこれを聞いて

「綺麗な名前だな」と感じたんです。

そもそも害虫が来るということは無農薬の

証です。そこで傷を安全の印と捉え、『訪

花の星』と名付けて、商標登録をしました。

僕のプロデュースでは光を当てる角度を変

える事により、あばたもえくぼ、そばかす

をチャームポイントにというように、物の

見え方を変えるんです。

山出：何が中野さんのプロデュースの原点

になっているのでしょうか ?

中野：自閉症の息子とずっと付き合ってき

たことも大きく影響していると思います。

マイナスをプラスに転換するという考え方が

あるじゃないですか。自閉症の特性である

「物事に集中して周りが見えなくなること」

は、むしろ作家としてはうらやましい素質

です。親として、作家として、障がいではな

くキャラクターだと認めてしまう方がいいと

気づいたんです。

山出：周りが「こうしなきゃいけない」と思

い込んで、追い詰めている面もあるのか

もしれませんね。

中野：企業も同じです。企業の悩みが本

当にそこなのかと見極めることが出発点で

すね。雑談のなかから考えをまとめていく

と、言っていることと実際に望んでいるこ

とが若干違うこともあります。そのアプロー

チは相手によって異なりますが、話の内容

をイラストで表現しようとしても絵にならな

い場合はだいたい問題の場所がずれている

んです。いい答えを考える前に、いい問題

になっているのかを考える事の方が大切な

のではないでしょうか。

聞き手：山出淳也

SPECIAL INTERVIEW 10

イラストレーター・陶芸家

今回は、大分県国東市国見町伊美にある『陶器・ガラス工房 ラパロマ』を訪ね、

イラストレーター・陶芸家の中野伸哉さんにインタビューさせていただきました。

中野さんは自らイラスト制作や作陶などのクリエイション活動や、

ギャラリーの運営を行う傍ら、新たな地域産品の創出や

ホテルのブランディングも手がけています。

プロデューサーとして、クリエイターとしての中野さんの理念や、

クライアントと協働するうえで心がけている点について

具体的な事例をもとに語っていただきました。

中野伸哉

ハンザキ柚子

1958 年福岡県出身。1999年より国東市に『陶器・ガラス工房 ラパロマ』、『ギャラリーマスヤ』オープン。主な企業・地域プロデュースに『潮騒の宿 晴海』（別府市）のブランディ
ング、『 温故蜜柑』（国東市）など。大分県国東市広報アドバイザー、宇佐市 6 次産業アドバイザー。株式会社 国東七 取締役会長。

中野伸哉（イラストレーター・陶芸家 ）



CPO：『d- torso』はどのようにして 開発

されたのでしょうか?

松岡：『d-torso』は建築的な発想から生

まれています。僕は美術大学で建築を学

び、建物の構造計算を専門とする設計事

務所で働いていましたので、その経験が

『d-torso』開発のバックグラウンドにある

んですよ。

CPO：XYZ 軸を直角に組み合わせるとい

う構造は、まさに建築的な発想ですね。

松岡：もともと『d - to rso 』は、ニットデ

ザイナーでもある妻の初個展で使用する

ために作ったものです。人体のフォルムを

CT スキャンのようにスライスして部品を作

り、再構築することで、流線形のラインを

持った段ボール製のマネキンを完成させま

した。

個展もマネキンも評判が良く、2 年ほどか

けて意匠登録と実用新案を取得し、アイデ

アを企業へ売り込みましたが良い反応がな

く、生まれ故郷の国東市安岐町へＵターン

して、1998年に『 株式会社 アキ工作 社 』

を創業しました。

2001年に審査員推薦によって『d - torso』

がグッド・デザイン賞を受賞したことから、

本格的な事 業展開がスタートしました。

2004 年には、『大分県ビジネスプラング

ランプリ』の最優秀賞を受賞し、1500万

円の補助金を得て、レーザーカッターを増

台し、生産体制を整えました。

2009 年には地元 の廃校になった小学校

を社屋として借り、現在はこの広々とした

空間で設計から製造、梱包・発送、パッ

ケージの撮影まで、全てを社内で行ってい

ます。

CPO：『d- torso』の製造工程について教

えてください。

松岡：『d-torso』に は100 〜 400 個 の

パーツがあります。これらは CADで設計

し、ダイレクトにレーザーカッターで切り出

すことができるため金型が不要で、短期間

で設計から製造までできるのが大きな特徴

です。この大量生産でも１点ものでもない、

『d- torso』ならではのクラフト感が人気に

繋がったんじゃないかなと 思っています。

CPO：なぜ段ボールを素材として選んだの

でしょうか ?

松岡：現在はアクリル、木、スチールな

どさまざまな素材を使った商品も製造して

いますが、最初に段ボールを選んだのは、

加工性が高く、安価で手に入りやすい素

材であり、地元業者から仕入れることがで

きるというのが大きな理由です。また、通

常のマネキンの 1/3 〜 1/5 の重量であり

ながら、耐久性が高いのも魅力です。大事

にすれば 20年近く持つんですよ。

CPO：マネキンだけでなく、自分でパーツ

を組み立てて作る、手のひらサイズのクラ

フト商品も多く製造されていますね。

松岡：マネキンを見たお客様から「犬を作っ

て欲しい」というリクエストを受けたことが

きっかけでした。金型が不要なので、さま

ざまなサイズやデザインの製品が自由自在

にできるんです。マネキンに比べてクラフト

商品は一般的な需要が高く、流通しやす

いアイテムですね。

CPO：ムーミンやディズニーなど、人気

キャラクターのデザインもありますが、ど

のようにライセンス契約をされているので

しょうか ?

松岡：ライセンスを持つ企業からオファー

をいただいたんです。市場に同様の商品

がなかったからでしょうね。コラボレーショ

ンを展開するようになってからは、雑貨商品

として幅広いショップで取り扱われるよう

になり、ターゲットが広がりました。

こうしたコラボレーションに挑戦すること

によってアイテムが増え、社内の技術が磨

かれていきました。

CPO：今後挑戦したいことはありますか ?

松岡：ここ数年、知的財産を経済的な価値

に転換することを考えています。常に新し

いものを作らなければならないという宿命

から、現在は活用できていない知財も多く

あります。それらを活かす試みの１つとし

て、インドネシアや韓国などの海外企業と

ライセンス契約をして、データを供給する

取組を進めています。

プロダクトであれば海外との取引には輸送

費だけで膨大なコストがかかりますが、デー

タ供給であれば 100％の純益が出せます。

これは知財であることの強みですね。

聞き手：CREATIVE PLATFORM OITA スタッフ

CASE STUDY 01

クリエイティビティを活用した事業に取り組む

企業をご紹介する『CASE STUDY』。

今回は、独自の技術とシステムによって

段ボール製の立体商品『d -torso』を製造・販売する

大分県国東市の株式会社 アキ工作社を訪ね、

代表取締役社長の松岡勇樹さんに

開発経緯や国内外での販路開拓についてお話を伺いました。

株式会社アキ工作社

毎年新作を発表し、年賀の贈り物としても人気の高い『干支シリーズ』
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CREATIVE PLATFORM NEWS とは
大分県ではクリエイティブな手法による新たな

産業創出を目指し「クリエイティブ・ プラット

フォーム構築事業」を実施しています。 本事業

は、大分県内の企業が有する技術やノウハウ

に 、クリエイティブな発想や考え方を組み入れ

ることによって、競争力の高い商品・サービス

の開発や、新規マーケットの創出に繋げること

を目的としています。

本紙『CREATIVE PLATFORM NE W S』で

は、本事業の最新の情報と、全国各地でクリ

エイティビティを活用した事業に取り組む方々

へのスペシャルインタビューをお届けいたしま

す。また、本紙でご紹介する方々をゲストに

迎えるトークイベントや交流会『 CREATIVE 

PLATFORM CAFÉ 』も定期的に開催してい

ます。大分のクリエイティブを刺激する情報の

発信・共有の場となるよう、毎回異なるテーマ

や演出を予定しております。ぜひお誘い合わせ

のうえご参加ください。

本事業の最新情報は、公式 Webサイト『CR

EAT IVE PLATFORM OITA 』および Faceb

ook、twitterからもご覧いただけます。

また 、メールマガジンにご登録いただくと 、イ

ベント情報 の先行告知や 先行予約などの特

典のほか、事業の最新情報や会員だけが読め

るスペシャルコラムなどを無料でお届けいたし

ます。
※本紙は、交流イベント『CREATIVE PLATFORM  C

AFÉ 』開催時に参加者に配布しています。

メールマガジンへのご登録は公式Webサイトから http://creativeoita. jp

7月4日、大分銀行宗麟館にてカジワラブ

ランディング株式会社 代表取締役の梶原

道生さんをお招きして、『 企業 ×クリエイ

ティブ人材　クリエイティブを活用する前に

企業として知っておきたいこと』をテーマに

『 CREATIVE PLATFORM CAFÉ 』を開催

しました。

ブランディングデザイナーとして活動する梶

原さんは、ロゴとは「顧客との関係性を最適

化するもの」であり、クライアントの思いと

顧客が抱くイメージを言葉と形で一致させて

いく役割があると言います。

さらに「ブランディングができている企業は

自ずと営業資源が集まってくる」とブランディ

ングの必要性を説き、その具体的なプロセ

スをご紹介いただきました。

福岡の老舗明太子店の事例では、ブランド

コンセプトやロゴを考案し、それを基準に各

アイテムをデザインしていきました。その結

果、入込客数が増加し、デパートの売り場

では130%ほど売り上げが伸びたそうです。

また、有明の海苔のブランディング事例では、

海苔としてのポジショニングを変えることに

よって、それまで道の駅などで売られていた

商品が、有名セレクトショップでも販売され

るようになったそうです。

このようなブランディングにかかる予算は「車

１台分をイメージするといい」と言い、軽自

動車から高級車まで、グレードは規模による

とのことでした。

梶原さんは、成功するブランディングのポイ

ントとして「丸投げしないこと」などを挙げま

した。ともに考え、クライアントの考えを形

にするのがクリエイティブ人材の役割であり、

そのためにはフラットな関係性でやり取りで

きることが重要であるとお話しいただきまし

た。

クロストークでは、クリエイティブ人材とコラ

ボレーションする最適なタイミングを尋ねる

と「漠然とした段階から相談してもらった方

がいい」とお答えいただきました。とはいえ、

どれくらいの予算が必要なのかがわからなけ

れば相談もしにくいので、梶原さんが会長を

務める九州アートディレクターズクラブでは、

料金表やプロセスを明確にするための『クリ

エイターの手引き 』を作っているそうです。

会場からの質問も受け付け、補助金制度や

商品開発に対して、梶原さんをはじめ行政関

係者、金融業など来場者の方々からご意見

をいただき、盛況のうちに閉会となりました。

CREATIVE PLATFORM CAFÉ vol. 5 開催レポート

参加者のみなさんに持ち
寄っていただいた各自の
好きなロゴを、梶原さん
の考案した『ロゴスタイ
ルマトリクス』に当ては
めるミニワークショップ
も実施しました。


