
商品企画デザイン塾
令和３年度

デザイン塾で学べること

既存ブランドから戦略を学ぶ

あなたの企業は何を作るべきか

チラシから見るデザインの力

のはじめの一歩。
First step for the consumer product

BtoC
デザイナーに学ぶ

セミナー１

プレ塾

セミナー２

セミナー３



!
INSTRUCTOR

1983 年島根県生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。2008 年にウミノタカヒロと
MUTE を結成。日用品や工芸品をはじめ、家具や什器、空間など、プロダクトデザイ
ンを中心に幅広く設計を行なっている。また、クライアントワーク以外に個人の創作活
動も行い、企画展への参加など活動の幅を広げている。GOOD DESIGN AWARD、
YOUNG DESIGNER AWARD 受賞。桑沢デザイン研究所非常勤講師。

イトウ ケンジ 氏

MUTE
プロダクトデザイナー

立教大学文学部史学科卒業後、映像系専門学校を経て、2001 年より株式会社
OMNIBUS JAPAN ポストプロダクション制作技術部テレシネ課に勤務。2004 年よ
りフリーランス・フォトグラファーとして活動を開始。ヘッドホンやステーショナリー、
家具などプロダクトの物撮りを中心に、ポートレート、建築、インテリアなどを撮影。
主な仕事に株式会社オーディオテクニカ 広告など。

阿部 良寛 氏
フリーカメラマン

セミナー１ 講師

古庄 良匡 氏

株式会社小鳥来 古庄デザイン事務所
プロデューサー

1977 年大分県生まれ。日本大学法学部、桑沢デザイン研究所プロダクト専攻科卒。
グラフィックデザイン事務所、AURA inc. 等を経て、2005 年に古庄デザイン事務所
設立。2008 年に株式会社小鳥来設立。2012 年 MokuNeji 事業設立。輪島キリモ
ト東京アドバイザー、アウラ社外取締役などを歴任。「地場産とのものづくり」に関す
る仕事、「環境」に関する仕事をテーマにデザイン活動をしている。

1981 年東京都生まれ。桑沢デザイン研究所卒業。2008 年にイトウケンジと MUTE 
を結成。アートディレクター / デザイナーとして、様々な関わり方でグラフィックデザイ
ンやディレクションを手がける。分かりやすくかつきちんと伝わるよう、デザインの言語
化を日々大切に活動している。GOOD DESIGN AWARD、YOUNG DESIGNER 
AWARD 受賞。2020 年より桑沢デザイン研究所非常勤講師。

ウミノ タカヒロ 氏

MUTE
グラフィックデザイナー

B t oC の商品開発で、
まず初めに考えるべき
ポイントが学べる
デザインセミナー

・デザインを商品開発に活用したいけど、
　何から手を付けれたらよいか迷っている方
・B to Cの商品開発をこれから行いたいと考えている方
・今行っているB to Cの商品開発を見直したい方

セミナー２ 講師

セミナー３ 講師

セミナー３ 写真WS 講師

どこからでも参加可能！

こんな方におすすめ！

オンラインならではのやり方で

スムーズな質疑応答

通常であれば質疑は最後にまとめて行
いますが、オンラインでは、講座を聞
いているときに質問を投稿していただ
くことで、その時思った疑問をすぐに
解消できます。
少しでも気になるところがありました
らどんどん質問しましょう！

講義とワークショップ（WS）は、ど
ちらもオンラインを活用して行いま
す。遠方でも移動時間を気にせず参加
していただけます！

※写真ワークショップのみ、
　実技のため対面式で行います。

参加者同士の交流

セミナーの前後には、フリータイムを
設けて、参加者同士、そして講師との
交流の時間を設けます。
セミナーでは聞き足りなかったところ
を質問したり、互いの疑問などを共有
しましょう！



ブランド戦略の全体像をつかむ

既存ブランドに
戦略を学ぶ

セミナー１

技術の他に必要なのは、「なぜ商品
開発をするのか」という明確な目的
です。アイデアが右往左往した時、
方針に迷った時の指標となる目的の
設定の仕方について、講座とワーク
ショップで学びます。

チラシから見る
デザインの力

情報整理と優先順位が大切！

8/24（火）13:30-16:00

9/7（火）13:00-16:30

講義

WS

9/13（月）13:00-16:30WS 聴講

スケジュール

9/14（火）13:30-16:00

9/28（火）13:00-16:30

講義

WS

10/4（月）13:00-16:30WS 聴講

スケジュール

11/16（火）13:30-16:00

11/29（月）13:00-16:30

講義

写真
WS

12/7（火）13:00-16:30チラシ
WS

12/13（月）13:00-16:30WS 聴講

スケジュール

既存ブランドを例に、販路拡大・販
売方法から遡りながら、そのブラン
ドの広告戦略、コンセプト、ターゲッ
ト、企業の想いを読み解きます。全
体を見据えた商品開発のマインド
セットをしましょう。

ブレないための明確な目的設定

あなたの企業は
何を作るべきか

セミナー２

お客さんとの最初の接点は web やパ
ンフレットなどの広報媒体です。グ
ラフィックデザインについて学びな
がら、チラシという限られた枠の中
で、商品の魅力を効果的に伝えるた
めのポイントを学びます。

セミナー３

PROGRUM

セミナーは、講義＋講義外の宿題＋ワークショップ（WS）をセットとした内容になっています。
講師と直接やりとりができるワークショップに参加するか、宿題に取り組むのが難しい方には、ワークショップを聴講するコー
スを選ぶことができます。聴講コースでは、ワークショップの様子を収録した動画を後日配信いたします。講師がどんなアドバ
イスを送っているのか、その様子を見聞きする中で、ヒントが見つかるはずです。みなさんに合った参加方法をお選びください。

受講したい
セミナーを選ぶ

プレ塾（事前説明会）に
参加する

 無料　概要説明動画を配信
配信日：7 / 26,  27, 28, 30
　　　　8 / 2, 3, 4, 5, 6, 10

WSに参加するか
聴講するかを選ぶ

※写真WSは実技の講座であるため、
　聴講はできません。※プレ塾への参加は必須ではありません。

※収録した概要説明動画を配信します。

セミナーに
備える！

WS参加コース

WS聴講コース

セミナー１

セミナー２

セミナー３

④③②①

プレ塾

選べる受講コース



募集対象

料金表

申込方法

会　場

・デザインを商品開発に活用したいが、
　何から手を付ければよいかわからない方
・B to C の商品開発をこれから行いたいと考えている方
・今行っているB to C の商品開発を見直したい方

埼玉県内のものづくり中小企業 オンライン

ZOOM（オンラインミーティングアプリ）
各回 2日前までに、ZOOMへの参加URLをお知らせします。

対面（写真ワークショップのみ）

ワークショップ（WS）に参加するか、視聴するかでコースが分かれます。

埼玉県産業技術総合センター　4ABC会議室
〒333-0844　埼玉県川口市上青木 3-12-18

《申込先メールアドレス》

h6513112@pref.saitama.lg.jp 

e-mail にて必要事項を記入し、下記アドレスまでお申込みください。

《宛先》
《記入事項》

講義
WS
講義
WS
講義
WS
WS

「ブランディングの考え方」
「既存ブランドを分析する」

「何を作るべきかを考える」
「目的を探す」

「グラフィックの役割」
「商品撮影の質を上げる」
「デザイナーとチラシを作る」

6,000 円
定員 16 名 8/10（火）

8/31（火）

11/2（火）

6,000 円
定員 16 名

9,000 円
定員 16 名

4,500 円
定員 34 名

4,500 円
定員 34 名

4,500 円
定員 34 名

WS参加コース内容セミナー名 WS聴講コース 申込〆切

《件名》

埼玉県産業技術総合センター
事業化製品化支援担当
赤坂、大沼 あて 

プレ塾申し込み 

プレ塾の場合

(1) 受講者氏名 (フリガナ ) 
(2) 企業名
(3) 所属 /役職
(4) 業種
(5) メールアドレス
(6) 参加希望日

《記入事項》

(6) 代表者氏名、役職名
(7) 電話番号
(8) メールアドレス
(9) 登壇者への質問
(10) 受講希望のコース（A~F）

《件名》

デザイン塾申し込み 

デザイン塾の場合

(1) 受講者氏名 (フリガナ) 
(2) 企業名
(3) 所属 /役職
(4) 業種
(5) 所在地

申込は先着順です。
受講料の支払いに必要な情報も含まれるため、記載漏れがないようお願いいたします。
すでにお振込みいただいた受講料につきましては、いかなる場合にも返金に応じかねますので予めご了承ください。
ご記入いただいた情報へ、お知らせなどをお送りすることがございます。

※
※
※
※

講座・ワークショップはすべてオンラインで開催されます。
イベントの最新情報は SAITECホームページ内のセミナー紹介ページからご確認ください。
写真ワークショップのみ、対面による開催を予定しておりますが、状況により中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
写真ワークショップは実技のため、聴講コースではご視聴いただけません。

※
※
※※
※※

セミナー１

プレ塾 事前説明会 無料　各日定員 50名 7/21（水）

セミナー 2

セミナー 3

配信日　：7 / 26,  27, 28, 30,　
　　　　　8 / 2, 3, 4, 5, 6, 10
配信時間：13:30～14:30 を予定

（※※）


