


• �������������
��������
 	���������"�!�

• �������#��

1 1



B

B

B
B

B
B

B



3 4 4
6 4 4 8 4 4 3 7

  
7 3 6 4 6 4 3 4

01/ 9 3  
4  

2 4   
 

 
 

4



�������
������	�����



�(*�!��#YXUZ1�

�#YXUZ1�\Saitama Design Council = SADECO^WYV]

5:98�55�K�#I=>��K�CD;�NP=;"A"AIDF

%"$�L��K
	ESBIT�L) K

��K2�TOG�<J.�L�<@3MR;����IDH0.

��[&�[,+[�/T4��K-�'K"�
6456�7�?Q�(*�!�

�� � � �
� �� � � � ����� � 	



*)('���	��


�127�$�:�8/6:��604,=?<>;B@-:%�

�
53.9����+&���+�����

��� ��
� ����� ������ 	

 ��!�7����A"#��



RQP��0!���

}:���6,a)A6�^+��a�7}M8`�Yg%#U

}:����,a��^G�`NYgT�7}M8	a��%#^�\Wf%#U

}���,�Farmi|ows~a�7}�*U

S�5:O/>
J��a2aypu|lrmi|
��5:;�ef"E4I��

Sai tama Des ign Counc i l

S:.ca$ qktpkD� S:.carmi|&�M

S���,ca?�M89CSjzjz�a=B D1 SXVZd][Wghd_b{~knxpvM�

D��H'a3(@?}KL<-



.-,�������

G��*5
���5�)0

G��5#�7��45��9��423��G(�0

G?=:F��5	+186��0

/��45��

/<?;>DH@E

��� ��
� ����� ������ 	

/<?;BHCAH>/��"��

/��#��

$��%�5��! G&'��



?>=+*�����
p�$�Q,�P3�Y'&PMO�.3�H`f_blejIQ4�

p�$�3�Y'&PMOGEA@cgZH`f_BDCDKOVI4�

p)�Q�$�2Y��NW!	rdkhqG�6%s

Ffa\o�� ��9�

F��:(TV0�r�7�5SLMQ� �Q/�Vs

F�");<p8�-nq^i]Z��F�$!�
dkhq f[cjmq��9�

F`f_blej

��� ��
� ����� ������ 	

F8�-Zqg��JU#RXW1�6%�



�����
����	������������ �����

����� �� �"�!��
����� ��

��� ��
� ����� ������ 	

サデコショップへのデザイン支援
　埼玉デザイン協議会では、県内授産施設製造製品の販売事業を展開しています。
1 つでも多くの授産製品を販売し、仕入れ支払の形で施設へ還元する―通所者の工賃を引き揚げる―こんな目的のために展開する事
業です。この目的に沿って商品が顧客によりアピールされるような展示方法を計画実践したり、販売支援ツールを提供して積極的に
販売を支援しています。

2. プライスカード類

1. イベント告知看板類

3. 商品告知ポスター類



�������������
��������������	�

��� ��
� ����� ������ 	



���
������	������������

��� ��
� ����� ������ 	

平成 22年度授産活動活性化セミナー「商品陳列を学ぶ講座」
2011年 2月 8日 ( 火 ) さいたま市障害者総合支援センターで、
施設職員および利用者対象の｢授産活動活性化セミナー」が行われ
ました。内容は、効果的な商品 (自主製品 )陳列方法、売り場作り
の方法を学ぶということで、参加者は 9施設 17名と予定定員 15
名を越えました。
　さいたま市の今回の企画は、SADECOが授産施設｢元気工房｣製
品支援で実施したディスプレイの仕方をヒントに考えられたとの
ことです。「元気工房」プロジェクトメンバーの、山岡、竹田、江口、
和泉が講師で参加しました。
　①講義編 (山岡 ) は、プロジェクターを使って銀座、池袋のデパー
トや店舗の多くのディスプレイを紹介、陳列は購買に至るまでの
心理を読んで考えられていることや、色は人にどんな意味を与え
ているか等の解析から授産施設の商品展示の考え方進め方をレク
チャーしました。続いて②実践編 (竹田 ) では、一個のテーブルを
舞台に６色の布や立体ブロックまた廃材等を使っての基本を提示、
変幻自在の演出はマジシャンのようで参加者を魅了、そして「元
気工房」のカラフルなクラフトかごを使っての具体的な例を展開
しました。最後に③コンサル編 (山岡、竹田、江口、和泉 )として、
参加授産施設の各ディスプレイに対してそれぞれのアドバイスを
しました。参加者の皆さんは真剣にメモを取ったり、積極的に質
問もされていました。午後 2時からの 2時間、実りのある熱いセ
ミナーだったと思います。
　

1. 講義編

2. ペーパーによるディスプレー春編

3. 講義編

5. コンサル編 6. コンサル編

4. 布によるディスプレー秋編

平成 19年度　第 1回授産活動活性化セミナー
主　　催　さいたま市
開催日時　2008年 3月 22日
開催場所　さいたま市障害者総合支援センター
受講者　さいたま市内 授産施設の指導員（先生方）
このセミナーは、さいたま市から依頼を受けた下記のSADECOメンバーによって展開・
開催されました。
サデコ側プロジェクトメンバー
田中仁一郎、山岡和彦、長野繁敏、和泉賢二、竹田良雄、田積正敏、田端克雄、染谷珠樹、
三浦功、黒岩立治、原正士
(セミナーの内容 )
・前半：「大宮太陽の家」の実地調査から始まり、そこでの商品「パウンドケーキ」を例題
に取りながら、「売れる商品のデザイン開発」の考え方・進め方を映像を使って講話しま
した。「デザイン」と言う言葉の本来の意味合いから説き起こし、「売れる商品をつくるに
は」「売れる商品の条件」へとすすみ、「商品デザインの進め方」を具体的に、さまざまな
資料や考察をまじえ、判りやすく解説しました。
 なかでも、「時流を見落としてはいけない」、「作り手（施設）の現況を良く踏まえて」、
無理のない「商品開発を志向すべき」と言うくだりは、参加施設の指導員の方々に大きく
納得していただけたようです。このセミナーは、「商品のデザイン業務」を進めるに当たっ
て、ややもすると、はぶかれ・省みられない「デザイン業務進捗の基本」を平易に判りや
すく解説したもので、「もの造り」に関わる関係者の皆様に大いに参考になりました。
・後半：「大宮太陽の家」による商品「パウンドケーキ」を具体例として、開発していく手
順を明らかにし、売上げ増大の可能性を追求し、パウンドケーキの新しい商品群を展開し
た。終わりに、提案されたそれぞれのパウンドケーキの試作・パッケージデザインから始
まり店頭表示の具体例をも提示しました。
・最後に、開発デザインされた試作品を囲み意見交換がなされ、質疑応答が繰り返された。
又、セミナーに参加された施設から、それぞれ自作の製品が持ち込まれ、「製品相談会」
が自然発生的に行われ、SADECO会員が適切に応答しました。
セミナー終了後、双方の参加者から「久し振りに見る盛会」「始めて判ったデザイン」な
どのご意見をいただきました。このセミナーの実績は、次年度からのSADECOの地域振
興事業に大きく貢献するものと思いました。

　

1. 施設見学

2. 施設見学

3. サデコメンバーによる会議

4. シンボルマーク提案

4. セミナー後の相談会

5. 開発製品 6. 開発製品 6. セミナー後の相談会
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平成 22年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業「らくらく」

　平成22年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業に
SADECOが委託を受け 2010年 12月 17日～2011年 2月 24日まで
の計 10回、NPO法人障害者の自立を考えるあしたの会「らくらく」に
対してデザイン支援を行いました。
らくらくは手づくりをひとつからお届けできる宅配弁当屋さんで “障害の
ある人も地域でいきいきと働ける場所を” という願いから生まれた施設で
す。栄養バランスにすぐれた手作り弁当をご指定の場所にお届けし、地域
の皆さんにご好評いただいています。
　支援内容は、1. 現状パッケージの分析、2. 視覚要素（らくらく，あし
たの会シンボルマーク等）制作支援、3. 視覚要素展開（看板、車載、のぼり）
支援、4. 宣伝物展開（チラシ＆ポスター、メニュ表、施設案内、封筒等）
の支援。
　特に野菜を使ったヘルシーな弁当が売りなので、盛りだくさんの素材を
アピールした施設デザインをしました。
SADECO担当：和泉、竹田、吉田

1. 施設作業所

5. 施設案内

6. 献立表

9. 打合せ風景

10. あしたの会ロゴマーク＆季刊誌8. らくらくロゴマーク類

4. のぼり3. 車載マーキング

2. ウインドウマーキング

7. ポスター＆リーフレット

  SADECOは3つの施策で、
  商品価値を高めます。

創
単価アップ

商品価値の向上

包
魅力のアップ

商品魅力の向上

見
顧客数のアップ

購買力の向上

支援内容

・現状商品の分析
・市場調査
・商品デザイン提案
　（手工芸品、食品、その他）

支援内容

・現状パッケージの分析
・市場調査
・ラッピング指導
　（フイルム、紙、布、その他）

つくる

支援内容

・視覚要素の展開
・販促の為の視覚要素の
　各種デザイン
　（看板、チラシ、ホームページ、
　　店舗設計、その他）

みせる

つつむ

福祉

プロ
ジェ
クト

チー
ムで
対応

県内授産施設への ものづくりデザイン支援

授産活動としての ものづくりに対して、デザインの専門的知識・技能を普
及し施設指導員の育成を行い授産活動の活性化を通じて、豊かな社会づくり
に寄与することを目的として、この事業を実施しています。
この「ものづくりデザイン支援」は、「埼玉県経営アドバイザーによる研修会」
からの流れを受けた形で展開されます。
県内の授産施設であれば、どこでも支援を受けられます。（県・福祉部障害
者自立支援課が決定します。）
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平成 21年度　授産施設「グリーンフィンガーズ」支援
平成21年度埼玉県経営アドバイザーによる経営指導・支援事業
にSADECOが委託を受け 2009年 10月 6日～2010年 3月 19
日までの計 10回、心身障害者デイケア施設「グリーンフィンガー
ズ」に対してデザイン支援を行いました。
　支援内容は、1. 現状パッケージの分析、2. 新製品開発指導＆制
作支援、3. 新ホームページ開設指導＆制作支援です。
　新商品開発にあたってグリーンフィンガーズの要望で、さいた
ま市のマスコットキャラクターである「つなが竜ヌゥ」を使用。
グリーンフィンガーズがさいたま市での活動をより印象づけるた
めに商品名を彩の国半生うどん「ヌゥどん」としました。
　ホームページ開設支援は、施設側で管理できる頁を設け、簡単
に更新できるブログ形式を導入しました。また、製品撮影や製造
工程の撮影等も施設指導員を中心に仲間達も楽しい雰囲気の中、
協力的に動き、普段と違う笑顔が感じられました。
施設側の感想としては、ホームページのデザインイメージに負け
ないお店にしたいと言っておりました。
　

3. 打合せ風景2. 撮影風景

4. 最終パッケージデザイン

5. パッケージデザイン案

6. ポスター類

1. 施設の仲間

7. 最終決定ホームページ
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