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TCDは、経営のクリエイティブ・パートナーとして伴走し、今後

さらに重要となる「デザイン経営」を進めようと考える企業やブラ

ンドに対して、各種調査からコンセプト策定、デザインの導入・

育成、保有デザインの資産化、デザインによる企業文化の醸成と

いった様々な活動をサポート。50年を超える歴史と多様な実績

により培われた、総合的なブランディング・デザインのノウハウ

によって、貴方のビジネスの競争力を高め、自信と誇りを持てる

組織作りに寄与します。TCDのデザイン力にご期待ください。

経営に、「デザイン」の力を。
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TCDは多様な顧客それぞれと向き合って共創し、信頼と経験、ノウハウを重ねてきました。

時代の変化を見据えながら、独自の視点とクリエイティビティは進化し続けていきます。

Believe in the Power of Design. from 1971
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What’s “Branding” ?
ブランディングとは

なぜ「ブランディング」が求められるのか

業界問わず技術や提供サービスの平準化が進み、商品

自体の機能的価値のみでは差別化が困難になっている

ことや、市場の変化に伴い、自社の持続的成長のために、

新分野や海外でのビジネス展開を迫られている、といった

対外的な理由が挙げられます。また対内的には、働き方に

対する価値観の変化などにより、一貫した理念が共有

された、強い組織づくりが求められています。

ブランディングとは

自社で「このブランドはこうだ」と考えていても、顧客は同じ

ように感じてはくれません。ブランドとは「顧客の頭の中に

あるイメージの集合体」。ブランディングとは、その顧客の頭

の中にあるイメージを、自社の望ましい方向にコントロール

すること。「ありたい姿」を規定して形にし、幅広いステーク

ホルダーに伝達・浸透させることにより、好意や期待を

醸成し、「選ばれる」ブランドになることが目標です。

ありたい姿=コンセプトの構築が出発点

ブランディングはいくつかのステップで進めていきますが、

その中でも上流の「ブランドコンセプトの構築」が最重要

工程です。この後のブランディング工程全ての出発点

とも言えます。また、企業や事業の「強み・特長」を中心に

策定したコンセプトから、社会との関係が求められる

現在では、「理念・哲学」MISSION（使命）に軸足を置いた

「MVV型」にシフトしてきています。

ブランディングの「成功方程式」は

コンセプトは強くてもデザインやコミュニケーションが

弱ければ顧客に届きません。また、デザインは斬新でもコン

セプトが差別化できていなければ、一時的な関心度は

上がりますが長続きはしません。ブランディングを成功に

導く鍵は、独自性のあるコンセプトとそれを体現したデザ

イン、そしてその価値を顧客に届けるコミュニケーション、

これらトータルでの「一貫性のある顧客体験の醸成」です。

Concept

Design

Communication

MVV型VMV型

Mission

Value

Vision

Value

Vision Mission

Branding

Outer

Inner

新分野での
ビジネス展開

強い
組織づくり

差別化

Branding

採用による
人材力を向上

市場での
競争力を向上

Client

SocietyStaff
市場での
認知度を向上

商品、サービスの
開発力を向上
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Our Services
TCDのサービスの特徴

言語化×視覚化による「ラピッド・プロトタイピング」で
「ありたい姿」をスピーディーに可視化。

ブランディングの出発点である「コンセプトの構築」において、TCDでは初期段階からプラ

ンナーとデザイナーが参画し、言語化と視覚化の両面からコンセプト作りをサポートします。

ブランドのありたい姿をスピーディーにプロトタイピング（試作）することで、メンバー間の

認識のずれを少なくし、より濃密な議論や正確な判断を可能にします。

また、商品開発自体に革新的なアイデアが必要な場合に、デザイナー視点の発想とプロト

タイピングにより、「新たな顧客価値の創出」に寄与します。

豊富な経験から生み出す「実効性のあるデザイン」と
顧客と共にやり抜く「完遂力」。

良いコンセプトを構築できたとしても、それを伝えるためのデザインがうまく機能しなければ

ターゲットには届きません。50年の経験と実績をもつTCDは、ブランドとターゲットとの

有効なコミュニケーションに寄与するあらゆるデザインを提供します。

そして「ブランドの伴走者」として、一つひとつのデザインがブランドにとって貴重な「資産」

となるように、顧客と共に納得のいくまで考え、作り上げて、成長を支えていく。私たちは

そんなプロセスを大事にしています。

Brand Touch Point

Shop Package

Direct
Marketing

Internet
Marketing

Advertising

Web

Magazine

UXUI

Product

Event

Planning

Designing

Image visual

Simulation

Tone & MannerImage board

Prototype

Visualize
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TCDのブランディング・フローTCDのブランディング・フロー

About TCD
TCDについて

TCDのオフィスは銀座と芦屋にあります。ここに40人のクリエイティブスタッフが在籍し、日々

多彩なデザインを生み出しています。銀座文化と芦屋文化に育まれた感性を生かし、貴方の

ビジネスをデザインの力で洗練させ、活性化させます。

1971年創業したTCDは50年以上にわたり企業やブランドのデザインに携わってきました。

その経験は100業種以上となり、現在もその範囲は広がり続けています。この多様な経験が

私達の感性を磨き、社会に貢献できる資産となっています。

TCDでは事業規模、プロジェクト規模を問わず、必要に応じてデザイン経営を取り入れやすく

プログラムを設計します。導入から創生、必要に合わせて戦略、デザインをブラッシュアップ

しながら、ブランド育成をサポートします。

プロジェクト例

M1 M2

ブランド調査・分析

M3 M4 M5 M6

ブランド戦略策定

ネーミング開発

基本デザイン開発

商品開発

アウター施策

Research

実施項目例
・ 各種市場調査
・ ワークショップ
・ ユーザー調査
・ ブランドオーディット

実施項目例
・ ブランド価値規定
・ STP策定
・ ブランド戦略
・ デザインコンセプト企画

実施項目例
・ ネーミング開発
・ ブランドシンボル開発
・ ブランドガイドライン開発
・ 商品、パッケージデザイン開発

課題を
洗い出す

コンセプトを
定める

ブランドを
デザインする

Planning Designing

Promotion

実施項目例
・ インナーコミュニケーション
　 社内報、ブランドブック　
・ アウターコミュニケーション
　 Webサイト、ブランドムービー

実施項目例
・ ブランドコンサルティング
・ 戦略定例会議の運営
・ 改善施策提案
・ ブランド管理ポリシーの策定

顧客体験を
設計する

ブランドを
育てる

Running

50年を超える歴史と100業種以上の多様な実績

銀座文化×芦屋文化
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OUR GOAL IS 

CREATING A TOP BRAND
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Product Branding

変化の時代に売れるブランド作り。
“ユーザーインサイト”から導く商品開発サポート。

あらゆる業界で平準化が進み、商品機能では差別化が困難な現在。

自社の強みや価値を「顧客視点」で提案できておらず、成果が上が

らないブランドは少なくありません。効果的な商品ブランディング

を進めるには、「新しい顧客価値の創出」が鍵となります。そのため

にはまず「顧客を知る」こと。そしてニーズではなく「インサイト」

（＝ユーザー自身もはっきりと認識していない「隠れた本音や深層

心理」）を掴むことが重要となります。

広告よりも、まず「本質的な価値を高める」ことが重要

TCD Credentials

Customer Value 
Creation Cycle

ユーザー調査でインサイトを掴み、カタチにして評価していく「顧客価値創造サイクル」によって、ブラ
ンディングの初期段階で魅力的なコンセプトを導き出し、その後のプロジェクト進行を効果的にします。

ブランディングの基本は、一貫性のある顧客体験作りであり、

それは商品ブランディングも同様です。商品やブランドとの顧客

接点が多様化している現在において、それらを個別に捉えて対策

を打つのではなく、あらゆる接点においてブランドのイメージを立体

的にコントロールすることが重要です。TCDでは各種調査や商品

開発支援から、コンセプト、デザイン、コミュニケーション開発に至る

までをトータルサポート。ブレのない世界観の醸成に寄与します。

トータル・ブランディングでブレのない世界観を醸成

TCDが提供するブランディングは、デザイナーやプランナーが

ユーザーやブランドの調査から参画、新たな視点を導入し革新的

な顧客価値を生み出すことを目標とした、共創型の商品ブラン

ディングです。開発担当やプロジェクトメンバーの皆さまと一緒に

なって、ブランド価値やストーリー、デザインイメージなどを、

短期間で同時進行的に仮説構築し、視覚化と言語化を繰り返し

行いながら検証を進めていきます。 

顧客価値創造サイクルを回すことで魅力的なコンセプトを短期間で導き出す

インサイト
調査

ブランディング顧客価値創造サイクル

カタチにして
評価 コンセプト デザイン コミュニ

ケーション

新たなニーズの
発見

ニーズを満たす
手段の検討

言語化

視覚化
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a. 株式会社アサヒ興洋
　Solow（ファミリー用食器シリーズ）

b.ホーユー株式会社
　ソマルカ(カラーシャンプー )

c. 小林製薬株式会社
　消臭元 PARFUM  for Entrance（玄関用芳香剤）

d.とよす株式会社
　かきたねキッチン（柿の種専門店）

e. 株式会社インコントラ
　イノセンチュア（就労継続支援 B型ビーントゥーバー チョコレートショップ）

プロダクトブランディング
Product Branding

a d

b c e
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Corporate Branding
TCD Credentials

「強み・良さ・特徴」の発信だけでは不十分な
社会共生時代の企業ブランディング。

前述したように、現在の企業により強く求められているのが「社会」

との関係づくりです。簡単に言えば「社会のためになるか」という

視点での企業運営ということになります。これを考える際のグロー

バルな共通言語がSDGs。

社会共生時代の企業には、個々の製品やサービスの「強み・良さ・特徴」

という優位性の伝達の前に、この背後にある「理念・哲学・良心」という

企業の人格性への共感を得ることに全力を挙げなければなりません。

社会共生時代のブランディングに問われるのは、企業の「理念・哲学・良心」

気候変動や脱炭素社会への加速度的な進行、年々深刻化する

社会課題への対応要請など、これまで以上に企業には社会との

共生が問われるようになっており、これに呼応する形で「企業

運営の軸＝コンセプト」を見直す必要に迫られてきています。

外部環境要因：経営環境の劇的な変化

今、企業ブランディングを後押しする2つの要因

会社と社員との関係性の変化や、若年世代の働く価値観の

変化などにより、社内の結束・団結が脆弱になり、企業の競争力

低下を招く一因になってきています。個々の社員が高いモチ

ベーションでいきいき働くことができるような社内のカル

チャーとマインドを作り直すインナーブランディングを強化する

動きが顕著になってきています。

内部環境要因：個人と組織のパフォーマンスの低下

従来、企業ブランドのコンセプトを策定するフレームとしては、

VALUE=提供価値に軸足を置く「VMV型」が主流でした。しかし、

社会共生時代の現在では、MISSION＝何のためにこの事業を行っ

ているのか、を最上位に考える「MVV型」にシフトしてきています。

事業の社会的意義の表明は、顧客の好意を獲得するだけでなく

人材の獲得・定着にも大きな効果を発揮します。自社らしい

MISSIONの表明は企業競争力強化の切り札になります。

企業ブランドコンセプトは、ミッションを最上位に考える「MVV型」へ

MVV型

Vision

Value

Mission
ブランドが社会的に
果たすべき使命

ミッションの実現のための
理想の企業像

社員で共有したい価値観

要因1

要因2
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企業ブランディング
Corporate Branding

17

a. 日東電工株式会社
　100周年に伴うリ・ブランディング

b.アスエネ株式会社
　ベンチャー企業のブランディング

c. フィルネクスト株式会社
　70周年に伴うリ・ブランディング

d. 株式会社アシックス
　グローバル展開に向けたリ・ブランディング

e. PSP株式会社
　企業合併に伴うブランディング

a d

b

b c e
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Brand Communication

ブランディングとは、
企業の見え方をデザインする地道な作業。

TCD Credentials

競争力を高めるのは、統合的な企業ブランドのリ・デザイン

社会の価値観が大きく変化する中、B to C、B to Bに関わらず多くの

企業がその「在り方（=Purpose）」から見直しを行っています。競争の

激化により商品やサービスといった事業レベルでの差別化が

難しくなっていることも背景として覗えます。

TCDでは、そうした企業レベルの「在り方」から、最終的な「見え方」

までをトータルにサポートしていますが、そうした「在り方」「見え方」の

不統一が課題となるケースも少なくありません。統合的にブランドを

マネジメントすることではじめて、本来の力を発揮することができます。

インナーブランディングが最終的には、その企業のアウトプットになる

ブランディングは「認知度を上げるためのプロモーション」や

「見た目を良くするためのヴィジュアルデザイン」と受け取られ

がちですが、それはごく一部で、川下の作業になります。

まず、前述の「在り方」を社員と共有することが必要で、そこに

社員の共感がなくてはブランディングは成功しません。そのプロ

セスとして外部の声を参考にする調査や社員を巻き込んだワーク

ショップなどを行います。そうすることで最終的にはよりよい

アウトプットを生み出すことが可能になります。

採用に効くブランドコミュニケーション

ブランディングは消費者や顧客に向けた事業性を向上するための

活動であると同時に、採用にも大きく寄与します。

ブランディングのプロセスでは、企業の強みを明らかにし、将来像

（=Vision）を描いていきます。その強みや将来像は求職者にとって

入社する動機を強く後押しします。昨今では採用に課題を持つ企業も

少なくありません。TCDでは、採用に向けたブランディングも数多く

サポートしています。

「選ばれる理由」は地道な活動の積み重ね地道な活動の積み重ね

採用であれば求職者、BtoC商材であれば生活者、BtoB事業で

あれば顧客担当者、IRであれば投資家、PRであればパブリシティ。

ブランディングの対象が誰であるかに関わらず、最終的な目標は

「選ばれる」ことにあります。つまり、あまたある競合商品、サー

ビスの中で「一番」になることが重要です。

ブランドは一朝一夕では出来上がりません。冒頭の「在り方」に

根ざした地道な活動の積み重ねがブランドの「らしさ」となります。

TCDは、企業の「見え方」を統合的にデザインすることで、「選ばれる

理由」を持った強いブランドを育てていきます。

興味がない

検討しない利用を検討したい

興味がある

知っている

入手可能集合

知名集合

処理集合

非知名集合

非処理集合

保留／拒否集合考慮集合

単
に
知
ら
れ
て
い
る
だ
け

「
選
ば
れ
る
理
由
」が
必
要

知らない
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Application Design

Elysium Brand Design Guidelines

Application Design

Elysium Brand Design Guidelines

Application Design

Elysium Brand Design Guidelines

Product Identity

Elysium Brand Design Guidelines

Product Identity

Elysium Brand Design Guidelines

Product Identity

Elysium Brand Design Guidelines

Design Data/Template

Elysium Brand Design Guidelines

ブランドコミュニケーション
Brand Communication a. 株式会社ホビー

　ファブリック雑貨ブランド「FAB.(dot)」ブランディング

b. 味の素エンジニアリング株式会社
　3D 工場管理サービス「PLANTAXIS」ブランディング

c. 株式会社保健同人社
　リ・ブランディングに合わせたWebサイト開発

d. 日本3Dプリンター株式会社
　リ・ブランディングとイメージビジュアル開発

e. 株式会社エリジオン
　コーポレート& プロダクトブランディング

f. PSP 株式会社
　医療情報アプリケーション「NOBORI」ブランディング

d

b e fc

a
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社名 株式会社 TCD

英文社名  TCD Corporation
 TCD = Total Communicated Development

創業  1971年　山田崇雄デザイン事務所として始業

設立 1977年　株式会社TCDに改組

活動内容 １ 企業・事業推進に関わるブランディング業務・ブランド再興業務
 ２ 上記業務に関わるブランドコンサルティング・調査・企画立案
 ３ 上記業務に関わる各種コミュニケーションデザインの開発
 ４ 商品施策に関わる各種パッケージデザインの開発
 ５ 販売施策に関わる各種ストアブランディングの開発

活動拠点 西日本：芦屋本社
 兵庫県芦屋市春日町7-19 TCDビル
 Tel：0797-34-4300
 東日本：東京オフィス
 東京都中央区銀座7丁目5-4 毛利ビル4 / 5F
 Tel：03-6263-8330

資本金 5,000万円

役員 代表取締役会長　山田崇雄
 代表取締役社長　山崎晴司
 取締役副社長　　生山久展
 取締役副社長　　川内祥克

ビジネスパートナー 有古特許事務所 (商標出願・登録)
 1926年に神戸で開業。所員60余名の大規模特許事務所。 
 商標業務は、国内は年間200件以上、海外は200～500件の出願に対応。

　　　　　　　　　　　NOMEN
 英語圏、ヨーロッパ圏、ネイティブネーミングサポートパートナー。
　　　　　　　　　　　（フランス、イタリア、ドイツ）

Corporate Profile

調査・企画立案・コンサルティング部門  　　　9名 
クリエイティブ部門     　　31名 
　パッケージデザイン13名　グラフィックデザイン9名 
  　デジタルデザイン　 7名　コピーライティング　2名
アカウンティング部門    　　　　　　　2名 
管理推進部門     　　　3名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年4月現在

社員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45名



経営に、「デザイン」の力を。


