BRAND

TCD Corporation at CONTENT TOKYO 2022

Product Branding

Corporate Branding

Service Branding

Brand Communication

顧客から共感を得ることができると信じています。TCDは、あらゆる業界で世界に
愛されるブランドづくりを目指します。

課題を洗い出す
ターゲットは？

どんなイメージを持たれている？

コンセプトを定める

Planning

果たすべきミッションは？
解決したい社会課題は？
理想のブランド像は？

ブランドをデザインする

Designing

ブランドの感覚的なイメージは？
目指す世界観は？
与えたい印象は？

・ 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
etc.

BRAND IMAGE

・ ブランド価値規定

USER

・ STP策定
・ ブランド戦略
・ デザインコンセプト企画
etc.

Relux

・ ネーミング開発
・ ブランドシンボル開発

DESIGN PLAN
DESIGN PLAN

・ ブランドガイドライン開発
・ 商品企画
・ パッケージデザイン開発
etc.

顧客体験を設計する

Promotion

もっとも有効なタッチポイントは？
目指す関係性は？
共感を得るポイントは？

ブランドを育てる

Running

第一、第二のゴールは？
もっとも大切な指標は？
理想に近づいていくために...

・ インナーコミュニケーション
・ アウターコミュニケーション
キービジュアル、Webサイト、
空間デザイン、ムービー
etc.

・ 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
etc.

OUR GOAL IS CREATING A TOP BRAND
Our Locations
tcd̲expo@tcd.jp

TCD the Tokyo

TCD the Ashiya

東日本：東京オフィス

西日本：芦屋本社

東京都中央区銀座7丁目5- 4

兵庫県芦屋市春日町 7-19

毛利ビル 4 /5F

TCDビル

Tel：03-6263-8330

Tel：0797-34-4300

コンテンツ東京 2022 第 8 回 広告クリエイティブ・マーケティング EXPO
2022 年 6 月 29日
（水）
〜 7月1日
（金）10：00 〜18：00 東京ビッグサイト
（東展示棟） ブース No.7-16
Since 1971
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Ad Creative & Marketing Expo No.7-16
www.tcd.jp

経営に︑﹁デザイン﹂の力を︒

Research

市 場環境は？競合は？

Let’s Check!

Ad Creative & Marketing Expo No.7-16 ｜ www.tcd.jp

TCD’S BRAND+ING FLOW

オリジナリティ溢れる構想力と創造力が、ブランドを運営するチームに自信を与え、

BRAND

ING

オンリーワンのクリエイティブで、ナンバーワンのブランドをつくる。

ING

TCD Corporation at CONTENT TOKYO 2022

We are specialized in “BRAND
Product Branding

ING”

Ad Creative & Marketing Expo No.7-16 ｜ www.tcd.jp

企業、商品、サービスのブランディングに関わるプランニング及びデザイニングをトータルにサポート。
50年を越える実績と 100種を越える業界経験で、貴社のブランディングを成功に導きます。

Corporate Branding

商品ブランディング

企業ブランディング

隠れた ユーザーインサイト を掴むことが
新たな「顧客価値」を生み出す鍵となる。

社会共生時代の企業ブランディングは、
MISSION＝事業の社会的意義を最重視する。

あらゆる業界で平準化が進み、商品機能では差別

TCDは、商品開発やコンセプト策定からデザイナー

現在の企業により強く求められているのが「社会」

優位性の伝達の前に、背 後にある「理 念・哲学・

化が困難な現在。効果的な商品ブランディングを

やプランナーが参画し、それぞれの専門的視点で

との関係づくりです。簡単に言えば「社会のために

良心」という企業の人格性への共感を得ることが

進めるには、これまでにない「新しい顧客価値の

ユーザーを分析。顧客価値の再定義からその価値を

なるか」という視点での企業運営。これを考える

最も重要視されます。事業の社会的意義の表明は、

創 出 」が 鍵 となります 。そ の 際 に 重 要 なことは 、

実感できるパッケージデザインやプロダクトデザイン、

際のグローバルな共通言語がSDGsです。

顧客の好意を獲得するだけでなく、人材の獲得・

ユーザーの隠れた本音や深層心理(=インサイト)

そしてコミュニケーションデザインに至るまで、一貫

社会共生時代の企業運営の軸＝企業コンセプトは、

定着にも大きな効果を発揮し、自社らしいミッション

を掴むこと。

性のあるブランドデザインを提供します。

個々の製品やサービスの「強み・良さ・特徴」という

の表明は企業競争力強化の切り札になります。

顧客価値の
創出

MISSION

VISION

INSIGHT

VALUE

USER

Service Branding

Brand Communication

サービスブランディング
サービスブランドの立ち上げに有効なのは、
ファクトベースの価値とイメージベースの価値との掛け合わせ。

ブランドコミュニケーション

ブランドは体験を通じて形になる。
共感されるブランドコミュニケーションを。

サービスブランディングにおいては、製品としての

UI(ユーザーインターフェイス)、プロモーション上の

ブランドは名前やロゴデザイン、パッケージデザ

TC D で は 、ブランドコミュニケーションをコン

モノが見えづらく、より情報を視覚的にコントロール

ビジュアルをはじめ、あらゆる顧客接点でブランド

インができれば完成するものではありません。その

セプトやターゲットを踏まえてトータルに計画し、

することが重要になります。

価値を表現する必要があります。

ブランドを知り、体験してもらうことで、形になって

広告から店 頭まで 一貫したブランド体 験を創 出

具体的にはブランドの事業属性、機能的価値などの

TCDでは、サービスのプロモーションからUIなどの

いきます。そして、この体験を通じてブランドへの

します。さらに 、ブランド独 自 の 価 値 や 魅 力 を、

「ファクト」ベースの部分と、情緒的、社会的価値と

使い勝手まで、一貫してブランド体験のデザインを

理解や共感を育み、選ばれるブランドになること

継続して体験してもらう仕組みづくりをサポート

行っていきます。

が重要です。

します。

いった「イメージ」的な部分の視覚化、サービス上の

Image

情緒的価値

理想品質

社会的価値

Brand
Core
Value

機能的価値

実際品質

属性

知覚品質

Fact
Fact
企業側

Since 1971

Gap

顧客側
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