
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『CREATI V

E PLATFORM CAFÉ 』。

８回目となる今回は、大分県内を拠点に活動するクリエイティブ人材の方々をご紹介する特別編です。

『CREATIVE PLATFORM OITA 』のWebサイトで取材させていただいた方々のうち、グラフィックデザイン、Web デ

ザイン、建築・空間デザイン、映像制作 …など、幅広い実績を持った８名が集合し、これまでのご自身の活動や理念を

プレゼンしていただきます。

大分県内にどのようなクリエイティブ人材がいるのか知りたい、直接話を聞いてみたい、相談したい、という企業の

皆さん、貴重な機会ですのでぜひご参加ください。また、同会場で個別相談会や交流会も実施します。名刺交換やコ

ミュニケーションの場としてご活用ください。
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プレゼンター（50音順）

市江竜太（イジゲン株式会社 執行役員／Webプログラマー）

越田剛史（株式会社 Design totte  代表取締役／クリエイティブディレクター・デザイナー）

神鳥兼孝（株式会社 green circle  代表取締役／クリエイティブディレクター・CMディレクター）

櫻井暢子（unid 株式会社 代表取締役／アートディレクター・デザイナー・コピーライター）

福田まや（星庭 代表／アートディレクター・グラフィックデザイナー）

古庄優子（KASUGA Design Room 代表／グラフィックデザイナー）

光浦高史（DABURA.m 株式会社 代表取締役／一級建築士）

森 海里 （イラストレーター・グラフィックデザイナー）

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

【第１部：クリエイティブ人材からのプレゼンテーション】

【第２部：個別相談会／交流会】個別相談には事前申し込みが必要です。

開催日= 11月23日（木・祝）時間 = 14:30 〜17:00 （開場14 :10）会場 = 不老泉集会室（大分県別府市中央町7-16）
参加費= 無料　定員= 30名程度　主催 = CREATIVE PLATFORM OITA

時間 = 17:00 〜18 :00　参加費 = 500円（税込）
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イジゲン株式会社

■ Web デザイン  ■ アプリ開発 ／システム開発

■ ブランディング　■ ロゴデザイン
■ グラフィックデザイン（チラシ・ポスター・パンフレット等）

■ パッケージデザイン  ■ Web デザイン

■ ブランディング　■ ロゴデザイン
■ グラフィックデザイン  ■ ライティング／編集

■ ブランディング　■ ロゴデザイン
■ グラフィックデザイン（チラシ・ポスター・パンフレット等）

■ パッケージデザイン　■ Web デザイン　■ 映像制作

2006年より福岡市にてWebプログラマーとして多数のプロジェクトを経験後、
（株）アラタナや（株）エニセンスはじめ複数の IT 事業立ち上げに関わる。2012
年より福岡市のスタートアップ推進都市事業として起業家育成プログラムやス
タートアップ支援に従事。2017年大分に移住、イジゲン（株）執行役員として九
州発グローバルベンチャーへの成長を目指す。

1990 年東京芸術大学卒業、1993年 The Art Students League of New York
終業。1994 年（株）21INCORPORATION に入社しトヨタ、ホンダ、資生堂など
の広告を手がける。2006 年大分に帰郷、2009年 green circle 設立。あらゆる
メディアを使い広告戦略をデザインする。

1981年大分市生まれ。大学にて視覚伝達デザインを専攻。同研究生課程修了。
2007年独立。2015 年より法人化し、商品やサービスの仕組みづくり、ものご
との導線づくりに踏み込んだデザインで、結果を出すための総合的なブランディ
ングを手掛ける。大分県デザイン協会 会長、公益社団法人 日本グラフィックデ
ザイナー協会（JAGDA）会員。

1983年愛知県生まれ、大分県育ち。2012 年よりウェブと紙媒体研究所 UNID
RUSU.（ユンデルース）として広告デザインの仕事を開始。2016 年より unid（ユ
ーンデ）株式会社として法人化 。

2013 年11月設立。『 iBeacon 』を活用したポイントアプリケーション『AIRPO』
の開発をはじめ、自社システムの企画・開発・運営、クラウド MPS 事業、受託
開発サービスなど多岐に渡る。

spotsale ／ 2017年

店舗の会員権の取引所。どの店舗でも会員権を
発行でき、会員は優待を受けることができる。
店舗は会員向けにクーポンのような優待を設
定し、地域や嗜好のマッチするロイヤルファン
ユーザーに対してPRすることができる。会員
権の価値は変動し、売買可能な資産となる。

国東半島宇佐地域・六郷満山開山 1300 年誘
客キャンペーン／ 2017年

日本を代表する観光地には、その場所を一言で
表す事のできる尺度が存在する。そこで、国
東半島・宇佐地域を表す尺度を「深さ」である
と捉え、『六郷満山 1300 年キャンペーン』　の
広告コンペに「深日本紀行」というキャンペー
ンコピーとロゴを作成し、地元の人間だからこ
そ描くことのできるストーリーを掘り下げて提
案した。

感動のもつ鍋処 陽はまたのぼる
（WOODHOUSE 株式会社）／ 2016 年

過疎化問題に取り組む飲食店の、ファンを
つくるためのブランディングとして各種ツー
ルを制作。居酒屋甲子園優勝という結果も
あって、地元竹田市だけでなく全国に向け
てアプローチすることができ、売り上げ
と社会的なブランド価値を伸ばすことに繋
がった。

Alegrias ／ 2015 年

犬猫の原因療法や自然食などこれまでにない
サービスを提供する店舗のブランディングやディ
レクション。現状なじみのないことだからこそ
情報をしっかりと伝え、全ては繋がっている
ことを表現の基盤にブランディングした。ロゴ
の意味ですべてを語れるということや、各種
媒体にもわかりやすさと確固たる思想を持た
せることを意識した。

LIFE LABEL（ベツダイ株式会社）／ 2017年

住宅ブランド『 LIFE LABEL』のWebサイトお
よび Webシステム（CRM）を構築（範囲：Web
サイト構築、サーバー設計・構築、システム設
計・構築、運営、管理、保守 ）。
住宅を中心にさまざまなライフスタイルコンテン
ツを提案するなど、事業の拡大に対応できるよ
う、柔軟な設計になっている。

株式会社 ダイプロ／ 2015 年〜

株式会社 ダイプロのサービス『 集中監視シス
テム』の認知度を上げるため、TVコマーシャル
を企画・制作した。『ウチってダイプロ?』とい
うキャッチコピーを作り、コマーシャルを見た
人が家族に聞きたくなるようなシリーズを展開
している。このキャッチコピーは、現在は電気
の契約やネットアプリの PR でも応用展開して
いる。

HARNESS TAXI 
（ハーネスタクシー株式会社）／ 2017年

新規タクシー会社設立における求人パンフ
レットの制作をきっかけに、企業全体のブ
ランディングを手掛けた。ドライバー募集及
び顧客獲得のためのコンセプトを企画・整
理する「ことづくり」と、ロゴ・タクシーデザ
インなどの各種ツール制作を行った結果、
プロジェクトスタート時には目標の 20 名を
超えるドライバーが集まった。

株式会社お菓子のうめだ／ 2015 年

手作り餡の PR のための広告作成の依頼を受
け、全体のアートディレクションと根本的なデ
ザイン改革を行なった。手作り餡製造のプロ
セスを掲載することで価値とおいしさを伝え
るとともに、菓子を『うめだのかわいい子ども
たち』と名付けビジュアルを制作。エンドユー
ザーとクライアントの双方に訴求することを重
視した。

市江竜太

神鳥兼孝

越田剛史

櫻井暢子 

 イジゲン株式会社

執行役員／ Webプログラマー 　アートディレクター

　グラフィックデザイナー

株式会社 green circle

クリエイティブディレクター

デザイナー

株式会社 Design totte

デザイナー
クリエイティブディレクター

unid株式会社 

　アートディレクター／デザイナー

コピーライター

Ichie Ryota

Kandori Tomoyuki

Echida Tsuyoshi

Sakurai Yoko
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■ ブランディング　■ ロゴデザイン
■ グラフィックデザイン（チラシ・ポスター・パンフレット等）

■ パッケージデザイン  ■ Web デザイン

■ ブランディング　■ ロゴデザイン
■ グラフィックデザイン（チラシ・ポスター・パンフレット等）

■ パッケージデザイン  ■ Web デザイン  ■ 空間デザイン

■ ロゴデザイン
■ グラフィックデザイン（チラシ・ポスター・パンフレット等）

■ パッケージデザイン  ■ イラスト制作

■ プロダクトデザイン  ■ 建築
■ 空間デザイン  ■ その他（地域デザイン）

1985年生まれ、奈良県出身。 Inter Medium Institute、関西・東京での広告代
理店勤務などを経て、京都より2012 年に大分県中津市耶馬渓へ移住し、デザ
イン事務所『星庭』を設立。セルフビルドにて自宅兼事務所を建築し、ブランディ
ング、パッケージ、ロゴなどのデザイン、森でのイベントなどさまざまなプロジェ
クトを行っている。

1977年神奈川県川崎市生まれ。早稲田大学理工学部建築学科を卒業後、青
木茂建築工房に所属。2009年池浦 順一郎と『DABURA 』を設立、共同主宰。
2015 年『DABURA.m 株式会社』設立。日本文理大学工学部建築学科非常勤
講師。大分大学理工学部創生工学科建築コース非常勤講師。

大分市生まれ。3年間映像制作会社、14 年間印刷会社に勤務後 2014 年独立。
印刷物、商品パッケージ、ホームページを中心に、グラフィックデザインの企画・
制作。「モノ、コトが伝わるデザイン」を心掛けている。大分県内在住アーティ
スト作品の商業利用事業 ART STORAGE を運営。

大分県大分市生まれ。大分県立芸術文化短期大学デザイン科卒業。2011年よ
りフリーランスとして活動。大分県デザイン協会会員。公益社団法人日本グラ
フィックデザイナー協会（JAGDA）会員。九州アートディレクターズクラブ （九
州 ADC）会員。

カカオ研究所 ／ 2014 年〜 2016年

九州初のBean to Bar ショップのネーミン
グ提案やロゴ、サイン計画、店舗内装、パッ
ケージなどをトータルでデザイン。世界中
からカカオ豆がやってくることを旅と捉え、
軽々と移動していくイメージを主軸にブラン
ディング。日本タイポグラフィ年鑑2015 パッ
ケージ部門、K-ADC AWARD 2015 入選。

LOW MILEAGE HOUSE
　（ココロアニマルクリニック）／2010 年

動物病院、私的なホール、住居の3 つの機能を
1 つの建築として実現することを目指して設計。
できるだけ近くの素材を使い、できるだけ身近
な技術で成立させることを考え、佐伯産飫肥杉
を採用し、地元の大工が施工することで、クラ
イアントのエコロジカルな思想を具現化すると
ともに、この場所の新たな固有性を生み出そ
うと試みた。

由布川峡谷（由布川渓谷観光協会、由布
市 ）／2016 年 

由布川渓谷観光協会と由布市が共同で
取り組んだ由布川峡谷一帯のブランディ
ングを受注。当初は紙袋デザインの依頼
だったが、打合せを重ね、より効果的な
ブランディングのアイテムを探り、地元
の人がおすすめする地元情報をまとめた
冊子型の情報パンフレットとロゴマーク
等を制作した。

ぼりんとう（森の工房 BUBU）／ 2017 年

バラ売りされていた複数の商品をアソート
にして、お土産として売り出すためのパッ
ケージのアートディレクション。従来の購買
層は男性が中心だったが、商品の世界観を
捉え直しターゲットを女性に定め、大分県
内のイラストレーターやデザイナーと協業し
付加価値を高めるようデザインした。

現代挿花（未生流中山文甫会）／ 2010 年

華道の流派の１つである未生流中山文甫会
が発行する隔月刊誌の表紙デザインを２年
間担当。１年目は日本の漢字の由来をもと
にタイポグラフィで構成し、２年目は日本
の文様をもとにデザインした。日本タイポ
グラフィ年鑑 2011 ブックデザイン部門　入
選。

別府温泉 テラス御堂原／2015 年

別府湾や湯けむりを一望できる優れた眺望に建
つ旅館建築。複数の棟が高低差のある地形の
中に配置されている。棟同士を繋ぐ半屋外の路
地的な渡り廊下は、植栽や光の取り入れ方に
配慮し、館内での移動や散歩を楽しめる。独立
性を確保しつつ、環境や地形にフィットしなが
ら、全体として 1 つの集落のような一体感を感
じられるようにデザインした。

ART STORAGE ／ 2014 年〜 

2014年に独立起業した際に立ち上げ
た、大分県内在住のアーティスト作品の
著作権利用の事業。作品の画像 データ
をさまざまなデザインに使用できるサー
ビスで、2017 年現在 9 名の作家が登録。
参加作家の原画の展示企画も不定期で
開催している。顧客へのブランディング
提案のためにも自社ブランドとして運営
している。

Discover Oita（大分交通 株式会社）
／表紙カット：2013 〜16年、漫画：掲載中

「地元のアーティストを育てたい」という大分
交通 株式会社の想いから、同社の発行する
フリーペーパー『Discover Oita 』のメイン
ビジュアルにカットが起用された。また誌
面においても、取材からストーリー原稿の作
成まで自身が手がける漫画の連載を続けて
いる。

福田まや

光浦高史

古庄優子

森 海里

星庭

　アートディレクター

　グラフィックデザイナー

DABURA.m 株式会社

代表取締役

一級建築士

KASUGA Design Room 

 グラフィックデザイナー

　アートディレクター／デザイナー

イラストレーター

グラフィックデザイナー

Fukuda Maya

Mi tsuura Takafumi

Furusho Yuko

Mori Kairi
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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 NEWS』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

10月6日、地域の交流の拠点として生まれ

変わりつつある、大分県由布市の旧大津留

小学校にて、高知県を拠点に活動するデザ

イナーの梅原 真さんをゲストにお迎えして、

『一次産業 × デザイン　土地の力を引き出すデ

ザイナー・梅原 真さんに聞く! 』をテーマに

『CREATIVE PLATFORM CAFÉ vol.7』を

開催しました。

地域と向き合うデザインで知られる梅原さ

んの代表的な事例の１つが、1989年から

現在まで継続開催されている『 砂浜美術館』

の活動です。『 砂浜美術館 』とは実在する美

術館ではありません。ラッキョウの花畑や

波と風が作る砂模様、沖を泳ぐクジラなど、

高知県幡多郡黒潮町の海辺に広がる景観の

すべてを作品として、砂浜を美術館に見立て

る活動です。また、この美術館の企画展とも

いえる『 Tシャツアート展』では、毎年公募によっ

て集まった絵画や写真などの作品をプリント

したTシャツを、砂 浜

一面に張りめぐらせた

ロープに吊り下げて展

示しています。4,000

円の参加費を支払 え

ば、誰でも自分の 作

品がプリントされた T

シャツを展示でき、さ

らに会期終了後にはそ

のTシャツをもらえると

いうことで、例年多く

の作品が 寄せられ賑

わいを見せています。

梅原さんはこの活動に

企画書の作成から関

わり、かつては地域住

民が「砂浜しかない」と言っていた高知県幡

多郡黒潮町に、多くの観光客を呼び込むこ

とに成功しました。この活動は、現在ガー

ナやモンゴルなど海外でも展開されているそ

うです。

また、高知県四万十市の紅茶や栗の加工品

などのブランディングやデザインも手がけて

おり、なかでも15年間放置されていた山で採

れた栗で作ったきんとんは、デパートの催事

で１日70万円も売り上げました。これらの

デザインは、「放置されていた山 = 無農薬の

土地」「 消費期限の短さ＝ 付加価値」など、

課題を整理し、商品の強みを捉えなおすとこ

ろから始まっています。

梅原さんは、どうやったら課題が希望に向

かっていけるかを考える、その考え方が「デザ

イン」であるといいます。

そこで梅原さんが大切にしていることは「笑

うこと」。梅原さんは困難な状況を笑いに変

えることができるコミュニケーションのあり

方や発想の転換をデザインすることで、一次

産業の未来を明るいものへと変える活動を

続けています。「笑えばコミュニケーションが

成立するし、 笑うことで気づくこともある」

と、豪快かつユーモア溢れる梅原さんなら

ではの切り口で、地域の産業をビジネス化

するための秘訣も教えてくださいました。

終了後の交流会では、地元の食材をふんだ

んに取り入れたお料理を由布市庄内町の『畑

のレストラン ひだまり』にご用意いただきま

した。懐かしい雰囲気の教室を会場に、梅

原さんを囲む賑やかな会となりました。
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