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本プレゼンの前提

• デザインやマーケティングにまつわるプレゼンの

ため、専門用語等が、若干出てきます。

• そこで、視覚的な図や写真を、なるべく多く御覧

いただけるようにしました。

• あまり用語や細部にとらわれず、

プロジェクトにおける「デザイン思考の重要性」を

感じていただければ幸いです。
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本プレゼンの構成

前半：理論

（文字中心）

後半：実例

（図版・画像）
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「デザイン」とは？

本セッションの趣旨にもある通り、

広義の「デザイン」とは、「企画立案を含んだ設

計あるいは意匠」を意味します。

そして現在、デザインプロダクションも、「意匠」

にとどまらないデザインを実践しつつあります。

本プレゼンでご覧いただくその一端が、

皆様の今後のMMへのヒントとなれば幸いです。
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デザイン思考とは？

思考

（取り巻く状況

をよく考える）

課題化

（解決可能な

問題に分解）

実践

（課題解決を

行う）

フィードバック

5



クリエイティブ・ディレクションとは？

「特定の戦略に基づき、

消費者の行動変容を促す

プランを策定し、

施策を実行する」
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あるプロジェクトの流れ(一例)

STEP

1. 戦略（何を実現したいか？）

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策の設計

5. 各種ツールの作成

6. 効果測定とフィードバック
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※左記1〜6は一連の流れ

であり、弊社の場合、これ

ら全てのサポートを依頼さ

れることも、部分的に依頼

されることもあります。

（「1〜6」がお題であること

も、1つずつがお題である

こともあります）



あるプロジェクトの流れ(一例)

STEP

1. 戦略（何を実現したいか？）

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策の設計

5. 各種ツールの作成

6. 効果測定とフィードバック
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本プレゼンでは2〜5までを、

異なるクライアントの事例で

ご紹介します。

通常は主に「SRTEP 5」がデザ

インと認識されがちですが、

本セッションの趣旨通り、「デ

ザイン」の意味や意義は、広

がってきています。



以降は、実例によって

各プロセスをご紹介します。
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2.リサーチの実例

ーお題：市場や消費者の声を聴くー
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1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定



ネットリサーチから、

仮説を立てるまでのプロセス
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※企画書50ページ中、リサーチパートの主要部8ページを抜粋

（図版割愛）



当該ブランドに言及している
69,000件のブログをリサーチ対象に…
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（図版割愛）



1,062件まで絞り込む
（テキストマイニング分析による）
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（図版割愛）



さらに、166件まで絞り込む
（アブダクション<仮説形成>による）
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（図版割愛）



最終的に：

8つのテキストに煎じ詰める
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（図版割愛）



以上のリサーチ結果に基づいて、
コンセプトの立案や、施策の設計が可能になる
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（図版割愛）



3. コンセプト立案の実例

ーお題：既存ブランド・メッセージの改訂ー
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1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定
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（スライド類割愛）



4. 施策設計の実例

ーお題：消費者への「認知」と「行動変容」ー
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1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定
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（スライド類割愛）



5. ツール作成の実例（1）

ー鹿島鉄道跡地バス専用道化事業ー

「かしてつバス」プロジェクト（Before）
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1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定
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（スライド類割愛）



お題：市民・関係者への

説明のためのプレゼンテーション

（デザイン・プロポーザル）
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5. ツール作成の実例（2）

ー鹿島鉄道跡地バス専用道化事業ー

「かしてつバス」プロジェクト（After）
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1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定



お題：

プロジェクト実現への

道程をまとめる
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「かしてつバス物語 ー消えたローカル線を、BRTへと蘇らせた人々」

（B5判 45ページ）
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43

制作されるツールは、

戦略、リサーチ、コンセプト、施策に

応じて、さまざまな形態から選ばれます。



ムービー
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（図版割愛）



広告や定期刊行物、Webサイト
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（図版割愛）



ブランドロゴや、各種ツール一式
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（図版割愛）



…ノベルティグッズまで
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（図版割愛）



以上、下記青字部分の実例をご覧いただきました。

1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定
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その効果測定は戦略にフィードバックされ、戦略実現の糧となります。

（※このプロセス自体はお見せできませんが、継続的なプロセスです）

1. 戦略

2. リサーチ

3. コンセプト立案

4. 施策設計

5. ツール作成

6. 効果測定
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結び（1/3）

「デザイン思考」の広がり

デザインの領域は広がっている。

それは、単なる意匠ではなく構造であり、

戦略を具現化する手段である。

50



結び（2/3）

「クリエイティブ・ディレクション」の重要性

あるプロジェクトにおいて、その趣旨に沿って

コミュニケーションを総合的にディレクションする

必要性は、ますます高まってきている。
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結び（3/3）

デザインは…

・プロジェクトの見え方や魅力を左右する。

・関係者のモチベーションを変える。

・人々の認知を向上させる。

・行動の変容をもたらす。

…といった力を秘めています。
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最後に：発注について

• “ ツテ ”が堅実です。

• 自治体（or民間企業）のクリエイティブやプロモー

ションなどから、「良いもの」のご判断を。

良いパートナーと、良いクリエイティブを！
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ご清聴ありがとうございました。
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