
らづ-Biz主催デザイン塾 Vol.1

令和元年5月10日(金) 18:00-20:00

Branding & Design

起業をした。強みも知った。商品も完成した。あとは成功に向かうだけ――。
でもそれは、まだまだ入口にすぎません。

事業を行うにあたり、実はとっても大切なこと。
「自分の事業をどのように知ってもらうか」。

情報発信の方法が多様化し、手法が氾濫する今だからこそ
知ってほしい、伝えることの価値。

20年以上の経験を持つクリエイティブディレクター/コピーライターと、
さまざまな経験を経てきたデザイナーが語るブランディングとデザインのこと。

それはつまり「伝える」の本質です。
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Brandingブランディング
セミナー

大西 孝之（自由区域 代表)

クリエイティブディレクター/
コピーライター

ブランディングとデザイン
らづ-Biz主催デザイン塾 Vol.1

26歳のときに小さな編集プロダクショ
ンでライターとしての仕事を始める。
その後、企画・デザイン会社に入社し、
コピーライターへ転身。編集もできる
コピーライターとして29歳で独立。
しかし、継続的な仕事を得ることがで
きず、35歳で印刷会社へ就職。10年
の潜伏期間を経て、2017年に自由区域
を立ち上げる。2018年に西千葉駅に
コワーキングスペース自由区域を開設。
開業後1年半で30社以上の広告宣伝
物を作り上げた。

大西 うらら（やじるし 代表)

グラフィックデザイナー/
キャリアコンサルタント

印刷会社のデザイン部門のスタッ
フとして4年間働き、2017年に結婚
と同時に退職。夫とともにクリエイ
ティブオフィス「自由区域」を立ち
上げる。これまでの経験を活かし、
主に企業のブランディングツール
（ロゴマーク、名刺、会社案内、チラ
シ、冊子など）の制作をしている。
印刷の基礎知識があるのが強み。
2019年、キャリアコンサルタントと
しても活動開始。

Design
デザインセミナー

こんな悩みを持つ方への処方箋です

■ ブランドとかブランディングとかよく聞くけど、どうすればいいの？
■ 事業を広く知ってもらうためにはどうすればいいの？
■ いろんな販促物のデザインの基礎知識を
　誰か教えてくれないものか？
■ デザイナーに制作を頼んでいるけど、なかなか意図が伝わらない

こんなことを持ち帰ることができます

■ ズバリ！ ブランドとは何か、ブランディングとは何か！
■ ブランディングを考えるうえで、
　あなたが行うべきたったひとつのこと！
■ デザインを行ううえで気をつけなければならないこと！
■ デザインのコツ、考え方、基礎的なノウハウ！

令和元年

5月10日（金）
18：00～20：00

木更津商工会館
3階  研修室

【会場】

千葉県木更津市潮浜1-17-59

スケジュール
18：00～18：50

ブランディングセミナー　
18：50～18：55
質疑応答

18：55～19：05
休憩

19：05～19：55
デザインセミナー
19：55～20：00
質疑応答

お申し込み・
お問い合わせ

自由区域について こんな仕事をしている人たちです。

なぜ地方創生なの？
持続可能な社会づくりのためには、
地方創生が不可欠です。

日本は少子高齢化と人口減少社会に直面しています。その結果、
地方部では、生活関連サービスの縮小、行政サービスの低下、公共
交通の縮小、空き家の増加、地域コミュニティの低下といった影響が
出ています。地方創生によってその影響を最小限にとどめ、持続
可能な社会を実現しなくてはなりません。

COC+は、人口減少地域での産業振興、雇用創出、若者定着を目的とした文部科学省補助事業です。大学を卒業した若者が地方で活躍でき
るように、地方の自治体や企業と協働し、地域イノベーション人材育成のための教育プログラム改革や地域活性化に取り組みます。地方には
現地オフィスと地域コーディネーターを配置し、自治体との連携を強化しながら学生が活動するための拠点を整備しています。地元企業と
は、大学の研究室が持つ研究シーズとのマッチングを行い、自治体を含めたコンソーシアムによる新産業の創出に取り組んでいます。

学生と地域住民が一緒になって地方の課題解決に取り
組む実践型の授業

町民と一緒に町の観光資源を発掘し、アウトドアによる
ニューツーリズムを企画（横芝光町）

町の中核企業とコンソーシアムを組み、産官学連携で
日本版CCRCの実現に向け挑戦

千葉大学の学生が考え、カタチにした商品を東京駅KITTEで
活動成果品として試験販売

地方の自治体や企業でのインターンシップ研修。学生の
視線で、地域の課題に取り組みます

国内外から、地方創生に関する有識者やゲストを招いて
実施する講演会

地域の未来のカタチを企画、実践し、
地域社会が抱える問題解決に挑みます。

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）を行ってきました。

地域の人々とともに考え、実行する「実践型の地方創生コンサルティング」です。

地域の「未来のカタチ＝あるべき姿」を考え、学生と一緒に課題解決のための方策を企画し、
実践します。地域に入り、課題や可能性を肌で感じ、解決の糸口を探ることで、より地域に根づ
いた課題解決への取り組みが可能です。
私たちは地域に入り課題に取り組む実践型コンサルタントです。

現在、世界的に「持続可能な開発目標（SDGs）」が求められています。この開発目標こそが、私たちが目指す地方創生のあるべき姿でも
あります。地域において産業を掘り起こし、雇用を創出し、若者が定着することで持続可能な地方創生が実現すると考えています。私たちが
目指すのは「地方版SDGs」を実践することで、地域の課題解決が世界に展開し、若者が活躍する持続可能な社会の実現です。

地域のさまざまな
課題に対して学生
が現地に入り、課題
の把握や解決に
向けた実践を行い
ます。

「若者」「よそ者」
の視点で、地域に
眠っているキラリと
光る資源を探し、
活用する方法を
考えます。

外国人向けの観光
ルート開発や情報
発信の手法を考え
ます。行政域を超え
た提案も可能です。

産・官・学の連携を強化し、
まち・ひと・しごとの好循環を生むためです。

近年、地方創生への関心の高まりを受け、地域、企業、大学の連携が
強化されています。ところが、地域が求めるもの（ニーズ）と、教
育・研究機関として大学の持つ資産（シーズ）が必ずしも適合して
いないことがわかりました。より地域ニーズに寄り添った小回りの
効く組織の必要性を感じ、私たちはミライノラボを設立しました。

地方発のイノベーションによる、持続可能な社会の実現です。 ［地方版SDGsの推進］

カレッジリンク

ニューツーリズムによる観光まちづくり 健康寿命延伸まちづくり テストマーケティング

地域志向型インターンシップ シンポジウム

これまでどんな活動をしてきたの？

どんな未来を思い描いているの？具体的な事業内容は？

なぜ法人化をしたの？

地域
フィールドワーク 地域資源発掘

学生を行政や企業
に派遣し、研修を
行います。千葉大学
普遍教育科目「地域
志向型インターン
シップ」との連携も
可能です。

千葉大学産学連携
ステーションと協働
し、地元企業と千葉
大学とが連携する
ためのコンセプト
づくりを支援します。

地域の産業支援と
して、起業を考える
学生と応援する
大人をマッチング
し、学生の夢を応援
します。

産官学連携インバウンド
誘客促進

地域
ベンチャーピッチ

地域
インターンシップ
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＊カレッジリンクは村田アソシエイツの登録商標です
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地域の人々とともに考え、実行する「実践型の地方創生コンサルティング」です。

産・官・学の連携を強化し、
まち・ひと・しご

近年、地方創生への関心の高まりを受け、地域、企業、大学の連携
強化されています
育・研究機関として大学の持つ資産（シーズ）が必ずしも適合して
ないことがわかりました
効く組織の必要性を感じ、私たちはミライノラボを設立しました。

具体的な事業内容は？

ぜ法人化をしたの？

PRACT
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Why?

地方創生のための実践型コンサルティング地方創生のための実践型コンサルティング

START UP！
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corporation

local government

students

〒263-8522  千葉県千葉市稲毛区弥生町 1-33  千葉大学  西千葉キャンパス 楓ホール 1F
E-mail : info@mirainolab.co.jp

URL : http://www.mirainolab.co.jp

千葉大学
研究成果活用型ベンチャー

どんなメンバーが所属しているの？

株式会社ミライノラボ
代表取締役CEO

田島　翔太
Shota Tajima

1984年東京都生まれ。カナダの高校を卒業後、University of Torontoへ。千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学
専攻建築学コース博士後期課程修了。工学博士。2015年～千葉大学大学院工学研究院特任助教兼コミュニティ・イノ
ベーションオフィス地域コーディネーター。2012年、2014年ソーラー・デカスロン日本代表チーム主将。
長柄町タウンアドバイザー（平成30年度内閣府地方創生人材支援制度）。長柄町生涯活躍のまち推進協議会委員。文部
科学省認定生涯学習コーディネーター上級。
申請時から千葉大学COC+事業の推進に中心的に携わる。地域志向の教育・研究に従事する一方、人口7,000人強の
長柄町に移住し、大学連携型CCRCの実現に向けて自治体や地元企業と協働する生活を送っている。趣味はテニス、ゴル
フ、ドライブ、カラオケ。

【Profile】

地域の課題は世界の課題でもあります。
ミライノラボでの実践が、世界中の人々の課題解決に活かせるように頑張ります。

【Message】

アドバイザー

片桐　大輔
Daisuke Katagiri

1978年長野県生まれ。2006年千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了(薬学博士)。(独)日本学術振興会特別研究員として
薬学研究に従事したのち、(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のNEDOフェローとして研究成果の実用化、ベン
チャー起業支援の実践的業務を遂行。バイオ系の大学発ベンチャーを共同創業し約１１年間経営に従事した。その他、複数の
大学発ベンチャーの設立に関わる。ベンチャー経営を実践する傍ら、大学発科学技術の実用化の成功例を数多く輩出するべく、
千葉大学の特任准教授として実務、イノベーション教育などをフィールドに活動中。趣味は野球、サイクリング、スキー。

【Profile】

1969年千葉県生まれ。早稲田大学商学部卒業。1993～2012年（株）かずさアカデミアパーク。2010～2016年
（独）中小企業基盤整備機構　関東本部インキュベーションマネージャー。
2013年～（独）日本貿易振興機構（JETRO）千葉事務所 貿易投資アドバイザー。2016年～千葉大学コミュニティ・
イノベーションオフィス地域コーディネーター。特任講師。
千葉県南部エリアにて産・官・学に所属しながら、ホテル＆スポーツクラブ経営、MICE誘致、マーケティング・広報、企業
誘致、起業・創業支援、海外展開支援、アグリフーズ関係事業、スポーツ&イベント事業などを幅広く経験。この他、きさらづ
アグリフーズ推進協議会＆きさらづスポーツコミッション理事、木更津市体育協会代表理事など、地域での活動多数。JBIA
認定シニアIM、一般旅行業務取扱主任者、陸上＆サッカー審判。趣味はマラソン、トライアスロン、サイクリング、ゴルフなど。

【Profile】

これまでの千葉地方圏での様々な職務経験・ネットワークを生かしながら地域の課題解決を図り、学生がローカルで
活躍できるようサポートしながら地方創生を実現したいと思います。目指せ「リアル・ローカル・アベノミクス！」

【Message】

グローバルはローカル。ローカルはグローバルでもあります。
大学の研究成果を生かした、ミライノラボの取り組みを応援できて光栄です。

【Message】

株式会社ミライノラボ
取締役COO

阿部　厚司
Atsushi Abe

株式会社ミライノラボ

Supporter

Who?

株式会社ミライノラボ 様
社名ネーミング/ロゴマーク/名刺/会社案内
2018年4月に創立の、千葉大学発のベンチャー企業。社名ネーミング提案から、
打合せを重ねて社名決定。ロゴマーク、名刺、会社案内などを制作しました。

くらしの中でのお困りごと
何でもお気軽にご相談ください
例えばこんなこと

□ 離農相談 □ 破産・管財物件の相談

□ 保険の見直し □ クルマの買い替え

株式会社トリプルグッド
〒299-0102 千葉県市原市青柳735-21
　　　0436-79-6667　　　　043-332-7808
　　　　info@triple-good.co.jp
　　　 https://triple-good.co.jp

Tel

URL

Fax
E-mail

株式会社トリプルグッド 様
ロゴマーク/名刺/会社案内/WEBサイト
2017年創立の、農機具やトラックといった「働くクルマ」の買取と販売を行う市原
市の会社。ロゴマークの制作から名刺、会社案内、WEBサイトを制作しました。

黒字化
１期目

１期目

売上1,000万円超

2期目

売上4,000万円（予測）

（設備分赤字）

黒字予測！！
売上1,000万円超

達成！

〒292-0838 千葉県木更津市潮浜1-17-59 
木更津商工会館1階
TEL : 0438-53-7100　FAX : 0438-53-7101

Coming soon ▶ らづ-Bizデザイン塾 Vol.02 「デザインシンキング」  5月23日(木) 18:00-19:00

お申し込みの際に ①企業名、 ②電話番号、 ③所在地、 ④参加される方の氏名 をお知らせください。

木更津市産業・創業支援センター
らづ-Biz

info@razu-biz.jp
メールで！！

スタッフにお声がけください！
直接来所で！！

TEL : 0438-53-7100
電話で！！


