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はじめに                                    
この度は「積み重ねて差をつけるブランディング」をダウンロードいただき誠にありがとうござ

います。 

 

私たちデザインスタジオ ディアントは「デザイン会社」として運営しております。 

そして、私たちは「ブランディング」を常に考慮したデザインを行っています。 

 

たくさんのモノで溢れた現代、どんなモノを手にするにも、何かをはじめるのも選択肢が与えら

れます。自分たちの商品、サービスが多くの人の選択肢の一つに加えられ、選ばれなければたち

まち競合との価格競争に飲まれてしまいます。 

 

モノで溢れた現代で収益を確保するために、ブランディングは重要な手法です。そして、デザイ

ンが持つ力はブランディングを行う上で欠かせない力です。本資料をお読みいただき、ブランデ

ィングの重要性について知るきっかけとなれば幸いです。 

 

この資料をお読みいただくことで分かること 

・ブランディングとは何か 

ブランディングをはじめるに当たって、仕組みやどんなことが必要なのかをご紹介します。 

 

・ブランディングの重要性 

ブランディングがいかに現代で必要な手法であるか、さらに詳しい情報を入手できる Deme 

Blog－ディームブログ-についてご紹介します。 

 

・当社が行うブランディング×デザインについて 

  ブランディングに繋がるデザインの特徴やメリット等をご紹介します。 

  また、当社がサービス、制作フロー、コンセプト等を合わせてご紹介いたします。 
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ブランディングとは                          
皆さんは「ブランド」という言葉を聞いて何を思い浮かべますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

フェラーリやルイヴィトンなど、人によって好みは違うかもしれませんが、世界中にある高級な

商品や大企業を思い浮かべるのではないでしょうか。 

 

ブランドとは何か？と聞かれ、思い浮かべた商品や企業がブランド化に成功していることは間

違いありません。が、ブランドとは高級な商品や大企業のことではありません。 

 

ブランドとは共通認識の事を指します。 

 

例えば、●●市で美味しいモンブランが食べられるお店と言ったら▲▲ケーキ店！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

など、消費者が欲しい！食べたい！と思ったときに商品やサービスを思い起こさせ、購買にまで

影響を与えるものです。 
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そして、ブランディングとは、自社商品や会社名を特定の人の頭の中で確立させていく手法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブランディングを積極的に行うことで、ある特定のニーズが発生したとき、自社の商品やサービ

スを思い出してくれる消費者を増やし、購買につながるといった効果があります。 

特定のニーズが発生したとき、いかに自社の商品やサービスを思い出してくれる人を増やすか

が重要となってきます。 

 

ブランディングは差積化と呼ばれるものに当てはまります。 

自社商品やサービスがうまくいくとそれを必ず誰かが真似てきます。 

自社よりも資金力のある企業が参入すれば、あっという間に一般化してしまい、たちまち価格競

争の波に飲まれてしまいます。 

 

長く愛され、売れ続けるためには他社が真似しにくい構造を作る必要があります。 

売れ続けるためには、不況や流行の波にも負けないコンセプト、ターゲティングを行い、決して

ブラさず、世間に自社のブランドイメージを積み重ねていくことが大切です。 

 

ちょっとした工夫や顧客からのフィードバック、そしてイメージを積み重ねる事で、常に鮮度が

変わらない商品、サービスとなります。 

 

ブランディングは、様々な切り口から商品・サービス、自社の価値、魅力を引き出すため、現代

にマッチしたツール、手法なのです。 
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ブランディングの重要性                      
今、日本にはたくさんのモノやサービスが溢れています。 

競合ひしめく中、自社の商品やサービスを選んでもらうためには商品やサービスはもちろ

ん、自社の価値を高めていかなくてはなりません。 

そんな時代だからこそ、中小企業や個人事業にこそブランディングが必要な時代であると私

たちは考えています。 

 

良いブランドは、イメージが変わらないために変わり続けています。 

 

目まぐるしく変化する世の中で生き残る会社、商品、サービスは、見えない努力や工夫を常

に行っていかなければなりません。 

ブランディングはこれからの企業にとって重要であり課題であると私たちは考えておりま

す。 

 

ブランディングについて、本資料ではここまでとさせていただきます。 

私たちディアントは、ブランディングをはじめるお客様を応援するため、ブランディングに

関する様々な情報をお伝えしている DemeBlog-ディームブログ-を開設しております。 

ディームブログではブランディングの基本から実践まで網羅した資料を配信しております。 

ぜひご覧になってみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deme Blog へ 
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ブランディング×デザイン           
私たちディアントはこれまで、「デザイン会社」として、お客様から発注をいただいたものを制

作し、納品することを日々繰り返しておりました。 

 

私たちはデザインを行う上で「もっとお客様の為になれないか」「もっと商品やサービスを利用

してもらうためにはどうしたらよいのか」を追求しております。 

そこで行き着いた答えが「ブランディング」です。 

 

ブランディングについて知れば知るほど、今の中小企業や個人事業に必要なものであると感じ、

今お取引ただいているお客様へご提案しなくては！という思いに駆られました。 

何より、私たちがこれまで培ってきた「デザイン」はブランディングを行う上でとても重要で不

可欠な力であると確信しております。 

ブランディングは一つの部署で出来るものではありません。会社に関わる全ての人がブランデ

ィングに必要な共通のビジョンを持ち、各業務を通してそのビジョンを達成するための意識を

持つ必要があります。 

 

 

ブランディングを本気で考え、他社と圧倒的な差をつける差積化を実行する為にはデザインの

重要性をご理解頂けると思います。 

私たちディアントはブランディングに繋がるデザインを致します。 

商品やサービス、企業の価値を高めるデザインを行ってまいります。 

そのためには、企業のビジョンや商品のコンセプトを理解しなければなりません。 

 

時代の変化や流行等に影響されない「想い」が私たちのデザインには必要です。 

「想い」なしでは、自己満足のデザインとなってしまいがちです。 

より効果的なデザインで、収益に貢献するために、ぜひ会社のビジョン、コンセプトをお聞かせ

ください。 

 

ビジョン、コンセプトが曖昧でも、当社が分析・調査、立案等のサポートをすることも可能です。

一度、ご相談ください。私たちのデザインの力でブランディングを後押しし、利益の最大化、正

しい価値と共通認識を創造して参ります。 
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ディアントのブランディング事業                  
当社の事業内容をご紹介します。 

当社はブランディングを行う会社のサポートを行う業務と、ブランディングに必要なデザイン

業務を主に行っております。それぞれのサービス内容をご紹介します。 

 

ブランディングサポートプラン 

ブランディングをはじめる、はじめたいが業務が忙しく手が掛けられないという事業者様にオス

スメなのがブランディングサポートプランです。 

ブランディングに必要な分析・調査からブランドコンセプト、ストーリーの立案、必要なデザイ

ンのご提案等のサポートを致します。ご興味やご質問等は、無料相談からお受けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析・調査、立案にはフレームワークを使用します。使用するフレームワークやブランドコンセ

プト、ストーリーの詳細や決め方は Deme Blog にてご紹介しております。またご興味のある方、

ご質問等は無料相談からお受け致します。 
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ブランディングデザイン  
私たちディアントはブランディングに必要なデザインを大きく４つに区分けしています。 

区分ごとに当社のできる事をご紹介します。 

 

オンラインデザイン 

        ネット上に展開するデザイン業務です。ホームページやオウンドメディア等を 

構築し、商品、サービスの展開、情報発信、集客を行います。 

 

オフラインデザイン 

実務上で使用する、販促物等に関するデザイン業務です。看板をはじめ、 

カーラッピング、ノベルティをデザイン、制作致します。 

DTP・印刷物デザイン 

印刷に関する業務です。チラシや名刺、パンフレット等のデザイン、制作を行な 

います。チラシはポスティングも承ります。 

 

イメージデザイン 

意匠に関するデザイン業務です。ロゴや商品パッケージのデザイン、内装デザイ 

ン等を承ります。 

 

より効果的なブランディングデザインをするために 

私たちの最大の強みは、トータルでデザインできることです。 

ロゴから名刺、ホームページ、看板など、トータルでデザインすることにより、全体に統一感を

出すことができます。この統一感こそがブランディングを行っていく上で、重要な役目を果たす

と考えています。また、お客様が各業者へ依頼をするとゼロベースで発注・依頼をしなければな

らないため、時間もコストも大きくなってしまいます。当社を利用していただくことで、お客様

にとってもコストメリットを出すことが可能です。ご依頼の際は、ぜひ、統一感を意識ししてみ

てはいかがでしょうか。 
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オンラインデザイン 

ネット上に展開するデザイン業務です。 

 

 

制作例 （クリックで詳細をご確認いただけます。）
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オフラインデザイン

実務上で使用する、販促物等に関するデザイン業務です。 

制作例 （クリックで詳細をご確認いただけます。）
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DTP・印刷物デザイン 

印刷に関するデザイン業務です。 

制作例 （クリックで詳細をご確認いただけます。）
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イメージデザイン 

ロゴや意匠に関するデザイン業務です。 

 

制作例 （クリックで詳細をご確認いただけます。）
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制作フロー                                 
当社に見積もり、ご依頼をいただいた場合のフローをご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制作に際して、当社では PDCA サイクルを活用しております。PDCA を回転させ続けることで

常に洗練されたデザインをご提供できるよう努めて参ります。 

 

①お問い合わせ 

当社ホームページのお問合せフォーム、または本資料に記載のメールアドレス、電話番号からお

問合せください。ご依頼内容を確認し、折り返しのご連絡をさせていただきます。 

 

②お打ち合わせ 

必要に応じて、お打ち合わせをさせていただきます。 

この時点でご依頼内容のお見積もりがご提示できる場合は見積書、サンプルなどをお持ちいた

します。お打ち合わせではヒアリングをさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

お打ち合わせ

お見積もり・デザイン案制作

デザインのご確認

ご契約

制作

納品・確認・お支払い

会社の事業内容やコンセプト等をお聞かせください。 

また、制作にあたり、希望がございましたらお聞かせください。 

例えば、イメージカラーや記載内容等をお伝えいただくとスムーズです。 

内容が決まっていない場合でもご相談していただけます。 

 

Point ヒアリング 
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③お見積もり・デザイン案制作 

ヒアリングの内容を基に、お見積もり、デザイン案を製作致します。 

また、お見積もり、デザイン案はメールでの送付、または、再度お打ち合わせにてご提示させて

いただきます。 

  

④デザイン案のご確認 

デザイン案をご確認いただきます。 

デザイン案は 3 つ提案させていただきます。 

デザイン案の中から選定していただき、選んでいただいた案をベースに修正等をさせていただ

きます。 

 

 

 

 

 

 

⑤ご契約 

デザイン案、お見積もりに問題が無く、納得いただいた後、ご契約となります。 

 

⑥制作 

デザイン案に納得いただいた後、制作を開始いたします。 

尚、ご依頼内容によっては料金の前払い、半金のお預かりをお願いする場合がございます。 

お見積もりの際にご説明いたします。 

 

⑦納品・確認・お支払い 

納品はデータでの納品、郵送、直接お渡し等、お客様のご要望に合わせることが可能です。完成

品をご確認いただき、不備等の問題がない場合、請求書を送付、または直接お渡し致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

納品はデータでの納品、郵送、直接お渡し等、お客様のご要望に合わせることが可能です。

完成品をご確認いただき、不備等の問題がない場合、請求書を送付、または直接お渡し致し

ます。 

Point お支払いについて 
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修正は原則 3 回までとさせていただきます。 

当社は、お客様がご納得いただくまで制作するスタンスでありますが、3 回以上の修正は再
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Point デザインの修正について 
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Q&A                                        
よくいただくご質問をご紹介いたします。 

 

見積もりは無料ですか？ 

無料対応させていただきます。 

 

事業内容に無いものでも制作できますか？ 

何でもご相談ください！基本的にチャレンジさせていただきます。 

 

デザイン案を先に確認したいのですが。 

デザイン案を作ることは可能ですが、基本的には当社にご依頼いただくことが前提となり 

   ます。また、お客様がご納得いくまで制作を致しますが、回数制限がございますのでご留 

意ください。 

 

イメージが漠然としててもいいですか？ 

問題ございません。ヒアリング時にお客様のご要望をお伺いし、デザイン案制作時に肉 

付けをして参ります。 

 

今現在使用しているデザインのものを制作してもらえますか？ 

可能です。データまたは現物等があれば制作可能です。場合によっては、一から制作する 

場合よりもお安く制作することが可能です。 

 

予算が限られていますがご相談することは可能ですか？ 

ご心配いりません。予算内で最適なご提案をさせていただきます。 

 

ネット運営の業務を一部委託したいのですが可能ですか？ 

原則可能ですが、業務の内容によっては受注できないものもございます。ご相談ください。 

 

急ぎで制作したいのですが、間に合わせることは可能ですが？ 

できる限りご希望の納期に合わせますが、条件によっては間に合わない場合があります。 

ご相談ください。 

 

まとめてではなく単品でお願いしたいのですが可能ですか？ 

もちろんお承ります。お客様のペースでご依頼ください。 

 

相談後、しつこい営業等はされますか？ 

致しません。当社ではそのような営業は一切致しません。安心してご相談ください。 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 

Q 

A 
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経営理念・行動規範                          
当社の経営理念、行動規範をご紹介します。 

 

 

ミッション 社会で実現したいこと 

「世界中のよいモノ・コトに正しい価値と認知を創造する」 

いいモノ・コトはもっともっと広く多くの人に知ってもらいたい。 

そんな願いを持ち、私たちができるデザインの力でブランディングを後押しし、より効果的に

正しい価値と共通認識を創造していきたいと考えております。 

 

 

ビジョン 価値観・目的 

ディアントのビジョンは「3 つの創造」をキーワードにしております。 

・枠にとらわれないデザインの創造 

・柔軟な発想力とチャレンジ精神の創造 

・最適な価値のブランディングの創造 

3 つの創造を最大限発揮し、皆様の生活がより良いものとなる様ご提案をし続けていきたいと考

えております。 

 

 

バリュー 行動規範 

ディアントは、どんな働き方をするのか、どんな気持ちでお客様と向き合っていくのか。 

「没頭する。」 

仕事でも、プライベートでも、デザインも、ブランディングも、とにかく没頭する。 

目の前の事に没頭してお客様により良いご提案をする。これを当社のバリューとしています。 

没頭するためにはどんな気持ちが必要なのか。ディアントでは以下の５つを定義しています。 
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会社概要                                    
当社概要をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 Design Studio Diant  (デザインスタジオ ディアント) 

事業内容 ブランディング事業 

Web サイトならびに Web ページ制作 

SEM・SEO 対策を基本とした Web サイトマーケティングコンサルタント 

DTP 企画・制作 

ノベルティアイテム制作 

デザイン制作 

ポータルサイト運営制作 

アクセサリー・腕時計、企画デザイン・通信販売 

代表者 三宅 大 

所在地 〒306-0007 

茨城県古河市常盤町 12-27 ルイーズ常盤 201 

営業について 営業時間：10:00 ～ 19:00 

定休日：土・日・祝日 

電話番号 0280-33-7103 

メールアドレス info@ds-diant.com  

お支払方法 現金決済 

銀行振込 

クレジットカード決済 

(MasterCard・VIZA・AMERICANEXPRESS) 
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最後に                                      
最後までご覧いただきありがとうございました。 

 

ディアントでは、お取引させていただく全ての事業者様の利益に貢献できるよう、常に新しい事

にチャレンジしていきたいと考えております。また、ブランディングについて、ノウハウや事例

等の情報を発信し続け、今後ブランディングを行っている、これからはじめる事業者様の力にな

りたいと考えています。 

情報の更新はフェイスブックやツイッター、ライン＠でお知らせしておりますのでフォローし

ていただけると幸いです。 

 

それでは、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宅 大 Diant 代表 トータルデザイナー 

一人一人のお客様との関りを大切にして供に走り続けていけるよう

デザインの部分らサポートいたします。 

趣味：読書、サッカー、ラーメン屋巡り、料理 

 

池田 潤 デザインプランナー 

お客様からありがとうと言っていただけるようなデザインを目指

し、お客様と向き合っていきます。 

趣味：車・バイク、スノボ、ラーメン屋巡り(代表の影響) 

無料相談・お見積もりはこちら 

ブランディングに関する様々な情報を発信しております！ 

メール・お電話からのお問い合わせ 

info@ds-diant.com 

0280-33-7103 
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