
全国のクリエイティビティを活用した産業創出に関わる方々をゲス
トに迎え、定期的に開催するトーク & 交流イベント『CREATIVE 
PLATFORM CAFÉ 』。
今回のゲストは、あらゆる分野や業界を横断しながら『九州ちくご
元気計画』など、地域を元気にする数々の事業をプロデュースする
江副直樹さんと、建築やインテリアデザインから、ブランディング
や地域再生まで、デザインの枠にとらわれない活動を続けるgraf 
代表の服部滋樹さんです。
古くから林業や製材、木工のさかんな日田市を会場に開催する今
回は、「プロデュースとは何か」をテーマに、プロデュースやデザイ
ンが経営や課題にどのようにアプローチし、何をもたらすのかを探
ります。
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プロデュースとは何か

［ イベント詳細 ］
ゲスト = 江副直樹（ブンボ 株式会社代 表）、服部滋樹（ gra f 代 表）
開催日 = 3月15日（水）
会場 = 寳屋 本店（大分県日田市元 町13 -1） 
定員 = 50名
主催 = CREATIVE PLATFORM OITA

［トークイベント ］
時間 = 18 : 00 〜 19 : 45 （ 開場 = 17 :30）
モデレーター = 山出淳也 （CREATIVE PLATFORM OITA 編集長）
参加費 = 無料

［交流会］
時間 = 20 : 00 〜 21: 30
参加費 = 3,500円（税込）
※事前申込みが必要です。



山出：江副さんは、ずっと九州を拠点に活
動しているのですか ?

江副：僕は九州以外に住んだことがないん
です。山女魚のフライフィッシングが趣味
の僕にとって、九州はとても魅力的な土地
です。

山出：プロデューサーを始めたきっかけは？

江副：コピーライターとして活動していたの
ですが、だんだん商品そのものの 企画に
関わりたいと思うようになったんです。
最初にプロデュースしたのは、佐賀県内の
建具屋グループでした。僕は彼らの本質
的な価値を繊細な木工技術であると捉え、
それを守り伝えるために足りないのはデザ
インの力だと考えました。そこで家具デザ
イナーに依頼し「ベーシックシリーズ」とい
う家具のシリーズを作ったんです。
デザイナーがシンプルで素敵なデザインを
提案すると、彼らは「こんなに簡単なもの
でいいのか」って戸惑ったんですよ。いつ
の間にか 彼らは、技術を詰め込むほどに
価値が上がると思い込んでいたんですね。

山出：ユーザー目線ではなくなっていたんで
すね。

江副：だから僕は、彼らの意志を汲みつつ、
デザイナーと共に形にしていきました。良
いものを作ってきちんと発信すれば、必ず
届くんです。

山出：gra fを立ち上げた経緯についてお
聞かせください。
 
服部：学生時代 バイトしていた仲間たち
と、ものづくり集団として活動を開始した
んです。当時は、家具作りや映像やプロダ
クトデザインなど、いろんな技術や考え方
を持った仲間と活動することで、足りない
ものを補い合ったり、自分の予想や想像を
超えた仕事ができることに希望を感じてい
ました。
 
山出：graf の活動は、商品開発やデザイ
ン、店舗設計、ブランディング、地域振興
と、大変多岐に渡っていますよね。なかで
も面白いのは、ビジョンメーカーでありな
がら職人でもあり、自分たちで生産までで
きるところだと感じています。
 
服部：立ち上げ当初から工房を持っていた
ので、自分たちでデザインした家具を自分
たちで作って販売し始めたんです。実店舗
も構え、ただ販売するだけでなく、店内の
雰囲気や会話で店のキャラクターを押し出
していくと、だんだん面白がってもらえる
ようになりました。家具を長く大事に使っ
てもらいたいという思いから、メンテナン
ス講座やワークショップを始めると、ある
家具メーカーから「同じ手法でブランディン
グしてほしい」とご依 頼をいただいたんで
す。僕らは自分たちがやっていることがブラ
ンディングだという実感はありませんでし
たが、それを契機にブランディングの仕事
がどんどん増えていきました。そうすると

山出：プロデュースチームに加わるのは、
デザイナーが中心ですか ?
 
江副：グラフィックに限らずですが、デザイ
ナーは多いですね。造形は結果であって、
重要なのはその前です。僕はデザインの８
割は思考だと思っています。だから、でき
るデザイナーはそこが深くて、たとえどん
なジャンルでもその力を発揮できると思い
ます。

山出：プロデュースが上手くいくときといか
ないときって、どこが違うんでしょうか ?
 
江副：壁が見えたときに諦めるか、突破す
る方法を考えるかですね。
コンサルタントが 関われば必ず上手くいく
わけではありません。自分で考えることや
紆余曲折があってこそ魅力が生まれるんで
すよ。だから、当事者自身も考え続ける
力や感じ続けることを軽視してはいけませ
ん。
僕はクリエイティブを「造形提案を伴う解

プロジェクトマネジメントが必要になります
よね。それを自分たちでやっているうちに、
長期的な計画が立てられるようになったの
で、地域や産地の活性化も請け負うよう
になり、自治体のブランディングにまで繋
がっていったんです。

山出：でも、それぞれ課題は異なるので、
同じ手法では上手くいきませんよね。

 
服部：ええ。だから僕らはリサーチに力を
入れて、関わる人や場所のことを知り、そ
の事例のための手法を考えています。全く
同じ手法をそのまま取り入れることはあり
ません。

山出：デザインやブランディングをするとき
に、意識されていることはありますか?
 
服部：必ず 20% の余白や隙間を残すよう
デザインしています。
今のプロダクトは便利になりすぎていて、
人間の能力を引き出す隙間がなくなってし

決策」と定 義しています。造形はあくまで
結果です。大事なのは姿形ではないという
ことをみんなが意識するべきですね。
それから、専門用語を使わないこと。相
手に正確に伝わるようよう言葉を選んだ
り、ちゃんと伝えてくれる人とチームを組
んだりするべきです。

山出：クリエイターが意識を変えることに
よって、クライアントの精神も変えていこ
うということですね。
 
江副：ええ。実績を積み重ねて示すことで
しか、クライアント側の精神は変わりませ
ん。だから、クリエイティブ側は伝えるた
めの技術を磨くべきだと考えています。
それから、プロジェクトに対する共感は必
須です。クライアントが「とにかく数字を
あげたい」とか「すぐに成果を出して欲
しい」というばかりでは、パートナーとして
スタートを切ることはできません。プロジェ
クトが軌道に乗るには、ある程度の時間も
必要です。アイデアを実行しても、すぐに
火がつきません。内外の意識を変化させ
るって、時間がかかりますからね。
 
山出：パートナーとして寄り添いながら、
より良い方向へと時間をかけてゆっくりと
手繰り寄せるんですね。

江副：そう。釣りと同じでね。

まいました。そもそも不便さがあるから、
それを解決するためのアイデアが生まれた
り、イノベーションの能力が発揮されると
思うんです。便利すぎて、その能力が失わ
れつつある状況をなんとかすることが、僕
のミッションだと思っています。
昔の人って、１つのものを何通りにも使い
こなしたり工夫していましたよね。それは
自分自身の生活を作るということであり、
生きる活力なんだと思います。そういう力
こそが、本当に必要なものなんじゃないか
と思っています。

山出：生活をデザインするということです
ね。社会や地域の経営でも、デザインは
重要ですよね。
 
服部：経営もデザインですからね。
デザインに重要なのは、多角的な視点を持
ち、問題を発見する能力です。それこそが、
社会におけるデザイナーの責任だと思って
います。

山出：デザインとは、手を動かして形を作
ることではなくて、ものの見方や視点のあ
り方なんですね。より多角的な視点を持つ
ために、いろんな考え方の人たちとチーム
を組んだり、他者とのディスカッションを
重ねることも有効ですね。
 
服部：さまざまな視点が加わることで、自
分の想像を絶するミラクルが起きることも
ありますからね。だから、水平型のネット
ワークであることが大事なんですよ。

SPECIAL INTERVIEW 6 SPECIAL INTERVIEW 7

ブンボ  株式会社 代表 graf 代表

聞き手：山出淳也 聞き手：山出淳也

今回ご紹介するのは、大分県日田市を拠点に
商品開発や広報計画を中心とした事業プロデュースを手がける
江副直樹さんです。
これまでにあらゆる分野や業界を横断しながら

『九州ちくご元気計画 』など、地域を元気にする数々の事業を
プロデュースしてきた江副さんに、
ビジネスにおけるプロデューサーの役割について、
実例を交えてお話ししていただきました。

建築やインテリアデザイン、ブランディング、さらに地域再生まで、
デザインの枠にとらわれない活動を続ける
graf 代表の服部滋樹さんにお話を伺いました。
デザイナーの社会的な役割、クリエイティブを誘発する
デザインの在り方など、マネジメントや経営の視点も交えながら、
デザインやブランディングを考えるうえで大切なことを
たくさんお聞かせいただきました。

江副直樹 服部滋樹

1956 年1 月1日佐賀生まれ、北九州育ち。西南学院大学法学部中退後、米穀店店員、工場作業員、釣り雑誌編集者、コピーライター等を経て、商品開発と広報計画を柱とする
事業プロデュースの会社、有限会社ブンボを設立。農業、商業、工業、観光、地域活性など、多分野の多様なクライアントに対する、コンセプト重視の事業戦略提案とその実
現のほか、執筆活動も行なっている。1999年から福岡デザイン専門学校で非常勤講師。2015 年から大阪芸術大学 客員教授。福岡県朝倉郡東峰村に13年間居住し、2013年11
月から大分県日田市在住。

1970 年生まれ、大阪府出身。graf 代表、クリエイティブディレクター、デザイナー。美大で彫刻を学んだ後、インテリアショップ、デザイン会社勤務を経て、1998 年にインテ
リアショップで出会った友人たちとgraf を立ち上げる。建築、インテリアなどに関わるデザインや、ブランディングディレクションなどを手がけ、近年では地域再生などの社会
活動にもその能力を発揮している。 京都造形芸術大学芸術学部情報デザイン学科教授。

江副直樹（ブンボ 株式会社）
服部滋樹（ graf 代表）

竹田市のおばあちゃんが手作りした、素朴で昔懐
かしい味わいが伝わるようプロデュースされまし
た。さらに、売る力をクライアントが身につけるこ
とも重視し、ブログ開設をサポートし、プロジェ
クトの自走を促しました。

江副直樹のクリエイティブアクション

『味噌玉 』

さまざまなパーツを自在に組み合わせ、テーブル
や椅子を作ったり、人それぞれの使い方ができま
す。用途が定められていないこの家具は、工夫す
ることの楽しさや、暮らしを豊かにするためのア
イデアをもたらし、ユーザーのイノベーション能
力を引き出します。

服部滋樹のクリエイティブアクション

『 TROPE 』
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CREATIVE PLATFORM NEWS とは
大分県ではクリエイティブな手法による新たな
産業創出を目指し「クリエイティブ・プラット
フォーム構築事業」を実施しています。
本事業は、大分県内の企業が有する技術やノ
ウハウに、クリエイティブな発想や考え方を組
み入れることによって、競争力の高い商品・サー
ビスの開発や、新規マーケットの創出に繋げ
ることを目的としています。

本紙『 CREATI V E PLATFORM NEW S』
では、本事業の最新の情報と、全国各地でク

交流イベント『CREATIVE PLATFORM CA
FÉ vol . 3 』は、「日常や仕事のなかにある価
値の見極め方、磨き方」をテーマに、Web メ
ディア『くらしのきほん』主宰の松浦 弥太郎
さんをゲストにお迎えし、別府市鉄輪のレス
トラン「オット・エ・セッテ 大分」で 2月10
日に開催しました。

イベント前半の、松浦さんによる活動紹介や、
山出編集長とのクロストークでは、『暮しの
手 帖 』編集長時代に売り上げを倍増するた
めに見直しを図ったことをはじめ、創業者の
大橋鎮子さんとの交流や、仕事における信
条などを語っていただきました。
仕事に対してさまざまな視点から検証を重
ねるという松浦さんは「それは誰かを助ける

リエイテビティを活用した事業に取り組む方々
へのスペシャルインタビューをお届けいたしま
す。
また、本紙でご紹介する方々をゲストに迎える
トークイベントや交流会『CREATIVE PLATF
ORM CAFÉ 』も定期的に開催しています。大
分のクリエイティブを刺激する情報の発信・共
有の場となるよう、毎回異なるテーマや演出を
予定しております。ぜひお誘い合わせのうえご
参加ください。

ことができるのか」と自問自答するそうです。
また「その仕事は人が時間を使う価値がある
ものか」という観点も重要視されていました。
最後に、愛情をもつことが仕事においても大
切であると語り、前半を締めくくりました。

イベント後半の交流会では、あらかじめ松浦
さんよりいただいていた「最初のひとくちより
も最後のひとくち」という題材から、 梯

かけはし

 哲
哉シェフが考案した特別なコース料理が用
意されました。
地獄蒸しなどの調理法によって県産食材の
魅力を引き出したコース料理は、土地の豊か
さを感じさせる内容でした。クリエイティブ
相談室にもご相談いただいた愛彩ファーム
九重さんのパプリカは、目にも鮮やかなソー

本事業の最新情報は、公 式 Webサイト『CR
EAT I VE PLATFORM O ITA』および Faceb
ook、twi tterからもご覧いただけます。
また、メールマガジンにご登録いただくと、イ
ベント情報の先行告知や先行予約などの特典
のほか、事業の最新情報や会員だけが読める
スペシャルコラムなどを無料でお届けいたしま
す。
※本紙は、交流イベント『CREATIVE PLATFORM CA
FÉ 』開催時に参加者に配布しています。

スとなって、佐伯の鯛にみずみずしくも深い
味わいを添えていました。

そして梯シェフが「最後のひとくち」に選んだ
のは「カレーライス」でした。
独創的な創作料理が続いたあとのカレーラ
イスは、最後にほっとひと息つきたくなるよ
うな、すべてを包み込む愛情のこもった１皿
でした。

鉄輪の特異な地質と向き合い、大分県の旬
の食材を磨きあげる梯シェフの創意工夫を
松浦さんとともに堪能し、参加者全員で「ご
ちそうさま」と唱和してイベントは幕を閉じま
した。

メールマガジンへのご登録は公式Webサイトから http://creativeoita. jp

CREATIVE PLATFORM CAFÉ vol. 3 開催レポート


