Product Design
IGD / GUI Design
Visual Design
Package Design

Minimal Design
Aﬀordance Design
Seamless Design
ʻ Design Language Uniﬁcation ʼ Design

Branding Design
Advertising Design
Application Design
Vernacular Design
Regional Potential Design

Revitalization Design
Universal Design
Barrier Free Design
Ageless Design
Ecological Design
Resilience Design

COMPANY

株式会社ハーズ実験デザイン研究所

会社概要

hers design inc.

著書
2006 共著「メイド・イン・ニッポン」⽇本の資産「技」を⽣かす / デザインブックス
2007 共著「プロダクトデザインのカタチとココロ」/ 誠⽂堂新光社
「KATACHI-FORM」/ フランクフルト応⽤芸術美術館

設⽴

1986年（1991年法⼈化）

資本⾦

3000万円

代表取締役

村⽥智明 [Chiaki Murata]

2009 コラム共著「プロダクトデザインー商品開発に関わるすべての⼈へ」/ ワークスコーポレーション
2010 共著「エコデザイン」/ 東京⼤学出版会
2012 「SOCIAL DESIGN CONFERENCE 2012 デザインで⽇本再⽣を考える２０⽇間」/ ソーシャルデザインカンファレンス実⾏委員会
2013 パネル討論掲載「宇宙船地球号のグランドデザイン」/ ⽣産性出版
共著「デザインが⽇本の未来を創る」/ ライフデザインブックス

oﬃce / showroom

⼤阪府豊中市向丘1丁⽬5番22号 〒560-0053

telephone

06 6854 3387

facsimile

06 6854 3386

2014 「ソーシャルデザインの教科書 / ⽣産性出版
2015 問題解決に効く「⾏為のデザイン」思考法 / CCメディアハウス
対談掲載「インダストリー4.0を超えるシュミレーション統合⽣産の衝撃」/ ⽇経BP
2017 「感性ポテンシャル思考法」/ ⽣産性出版
「⾏為のデザイン思考法 - 韓国語版」/ BaFlog出版

mail

( japan)

hers@hers.co.jp

(china )

r yu @hers.co.jp

oﬃcial web site

www.hers.co.jp

METAPHYS web site

www.metaphys.jp

instagram

www.instagram.com/metaphys_jpn/?hl=ja

facebook

www.facebook.com/hersdesigninc/

「⾏為のデザイン思考法 - 台湾繁体字版」/ ⻨⽥出版
談話掲載「DESIN IS DEAD?」/ ダイヤモンド社
2018 「Design Oﬃce Brand Strategy - DGDC×HERS DESIGN Collaborative Seminar and Workshop」/ 韓国⼤邱デザインセンター
2019 「感性ポテンシャル思考法」（クリエイティブを読む技術）- 韓国語版 / 幸せなブッククラブ

www.facebook.com/METAPHYS-373616693386/

2020 バグトリデザイン 事例に学ぶ「⾏為のデザイン」思考 / 朝⽇新聞出版
「感性ポテンシャル思考法 - 台湾繁体字版」/ 中衛出版

STAFF
スタッフ

CLIENT
主なクライアント

Director / Graphic Designer

Chief Designer

柳瀬 理恵⼦

伊勢 誠

Rieko Yanase

Makoto Ise

Chief Designer

Designer

和⽥ 真吾

⼤⾒ 舞⾐

Shingo Wada

Mai Ohmi

Designer

Designer

⾚藤 晃⼤

有元 佑⾥

Kodai Shakuto

Yuri Arimoto

Manager / Metaphys Div.

Metaphys Div.

⽊越 やえ⼦

村⽥ ⾹琳

Yaeko Kigoshi

Karin Murata

Sales Manager

久富 克純
Katsuyoshi Hisatomi

AWARD

EXHIBITION

主なアワード実績
2013 脚⽴：lucano 1step / METAPHYS
簡易施⼯式⾃⽴型オーニング：リパーロ / タカノ株式会社
平ベルトコンベヤ：ＳＶシリーズ / 株式会社ミスミ
クリップファイル ：発泡美⼈エクセレント / セキセイ株式会社

主な展⽰会歴
2008 Bronz Prize受賞 掃除機：uzu / METAPHYS
2009 Bronz Prize受賞 フロアライト：susuki / METAPHYS

2013.08

3ウェイペン、2mm芯ホルダーペン：locus / METAPHYS
消しゴム：viss / METAPHYS

PETボトルつぶし機 ：PET & ECO(ペタンコ) / 株式会社久宝⾦属製作所

2010 Gold Prize受賞 箸 ：uqu / METAPHYS

携帯電話ブース：ボディフォン / インターマン株式会社

2011 Silver Prize受賞 酒器：gekka / METAPHYS

新伝統⼯芸プロデュース：TOKYO CRAFTS & DESIGN / 東京都美術館

2013 アジアデザイン⼤賞受賞 錫製重ね酒器：suiu / METAPHYS

倒れない座椅⼦ / 株式会社カインズ

2016 Bronz Prize受賞 和紙時計：fumon / METAPHYS

シーンライトシーリング / 株式会社カインズ

Silver Prize受賞 ベッドサイドライト：cocoh / METAPHYS

プランターサポートシステム / 株式会社カインズ

Gold Prize受賞 ⽿かき：elin / METAPHYS

⾏為設計狂騒曲村⽥智明設計展
台中⽂化創意產業園區 ( 台湾 台中市 )

2015.10

スチールシェルフシステム / 株式会社カインズ
点滴棒：DIVO / 岡村製作所
眼鏡：ミクロチタン 第2弾 / 株式会社 三城
ベスト100受賞 / ものづくりデザイン賞受賞
回転曲げ疲労試験機：GIGA QUAD / ⼭本⾦属製作所
2014 眼鏡：ミクロチタン 第3弾 / 株式会社 三城
2015 眼鏡：ミクロチタン 第4弾 / 株式会社 三城
2016

ヤシノミ洗剤：プレミアムパワー / サラヤ株式会社

2009 ｖol.8 電⼦キャンドル ：hono / METAPHYS
ｖol.8 掃除機：uzu / METAPHYS
2015 ｖol.16 点滴スタンド：feel / medidea

METAPHYS展 / 北京デザインウィーク2015
751D・PARK ( 中国 北京市 )

2018 ｖol.19 ヤシノミ洗剤：プレミアムパワー / サラヤ株式会社
2020 ｖol.22 ホワイトボード：safro / サクラ精機株式会社
ｖol.22 家庭⽤ミニミシン / 株式会社アックスヤマザキ

2017 ナースカート、ナースステーション昇降テーブル / サカセ化学⼯業
2018 ブレースカバー：MEDA / フルサト⼯業
2019 起床・離床センサー：mittell / GIC
2020 ⾦賞受賞 家庭⽤ミニミシン / 株式会社アックスヤマザキ

2013 WINNER賞受賞 脚⽴：lucano 3step / METAPHYS
2015 デスクパーティション：patis / METAPHYS

⿃取県企業連携ブランド「 TOTT 」展⽰会

ベスト100受賞

有隣荘 ( ⿃取県 ⿃取市 )

⼩型海⽔淡⽔化装置：MYZ240 / ワイズグローバルビジョン株式会社
2021 家庭⽤コンピュータミシン / 株式会社アックスヤマザキ

2016.03

2010 点滴スタンド [feel] / medidea

電動⿐⽔吸引器：mama hanamizu totte / 丹平製薬株式会社

2014 点滴スタンド [DIVO] / 岡村製作所

⾃動⼿指消毒器：PROTEGA PRIME / サラヤ株式会社

2020 家庭⽤ミニミシン / 株式会社アックスヤマザキ
2021 電動⿐⽔吸引器 / 丹平製薬株式会社

2016.06
2008 空気清浄機：AP-0807DH / Woonjin Coway
浄⽔器：CHP-06ER / Woonjin Coway

2020 Golden A' Design Award 受賞
ヤシノミ洗剤：プレミアムパワー / サラヤ株式会社

浄⽔器：CHP-06DL / Woonjin Coway

2016

2010 刃物シリーズ ：ECHIZEN JAPAN / 武⽣商⼯会議所
2014 脚⽴：lucano 3step / METAPHYS
点滴棒：DIVO / 岡村製作所

METAPHYS展 / Interior Life Style Tokyo

東京ビッグサイト ( 東京都 江東区 )
2017 Outstanding in Functionality受賞
ヤシノミ洗剤：プレミアムパワー / サラヤ株式会社

2015 梯⼦：lucano ラダー / METAPHYS
和包丁：iiza

2017.10

2017 Gold Award受賞 洋包丁シリーズ：iiza
2017 ヤシノミ洗剤：プレミアムパワー / サラヤ株式会社
2007 電⼦キャンドル ：hono / METAPHYS

集美新城市⺠広場展覧館 ( 中国 厦⾨市 )

掃除機 ：uzu / METAPHYS
2008 浄⽔器 ：CHP-06DL / Woonjin Coway
2010 ベストオブザベスト受賞 脚⽴：lucano / METAPHYS
2012 浄⽔器：CHP-241N / Woonjin Coway

⾏為思考之設計⾏為展

2020 Silver賞受賞 重⾦属測定器：aqscil / テクノグローバル株式会社
⼩型海⽔淡⽔化装置：MYZ240 / ワイズグローバルビジョン株式会社
2021 家庭⽤ミニミシン / 株式会社アックスヤマザキ

2018.01

WORKSHOP

DESIGN OF BEHAVIOR
ONGROUND GALLERY ( 韓国 ソウル市 )

主なワークショップ実績
Aprica、ASTEM、ATC、CAINZ、Changhong、DAIKIN、ダイコク電機、⼤邱慶北デザインセンター、同志社⼥⼦⼤学、ファミリーイナダ、富⼠通、
福 井デザインセンター、フルサト⼯ 業、G IC、Haier、ハカルプラス、JIDA 、JST、かつくら、キッズデザイン協 議 会、神⼾⼤学オープンイノベー

2018.09

ション研究所、コクヨ、京都造形芸術⼤学、ケイオプティコム、LIXIL、まもるをまもる、メディディア、Microsoft、Midea、三菱電機、MIRAIDEA、
村⽥製作所、ナガノサイエンス、⻑塚電話、⽇本電⼦⼯業、⽇本⽣産性本部経営アカデミー、Nikon、⽇本能率協会、オカムラ、オムロン、オリンパス、
⼤阪シティ信⽤⾦庫、⼤阪デザインセンター、⼤阪府⼯業協会、⼤阪ガス、⼤阪王将、⼤阪産業デザインセンター、P＆G、Panasonic、Roland、
サカセ化学⼯業、SAMSUNG、ソフトピアジャパン、ステッドラー⽇本 、サンコロナ⼩⽥、タイガー魔法瓶、丹平製薬 、台 湾 中 衛 発 展 局 、台 湾
東海⼤学、タカノ、テクノ⾼槻、TOSHIBA、⿃取県商⼯労働部、⿃取県産業技術センター、⿃取県南部町、⼋尾市、全国地質調査業協会連合会、
サラヤ、⼋⽊春、⼩林製薬、第⼀ビニール、イーコット、DDP、旭製作所、VESSEL、DALTON、コーナン商事

VIEW POINT OF CHIAKI MURATA
国⽴アジアクリエイティブセンター ( 韓国 光州広域市 )

PROFILE

LECTURE

プロフィール

近年の主な講演歴

Representative Director

村⽥ 智明

Chiaki Murata

2018.8

商品・サービス開発のための「⾏為のデザイン」思考法セミナー ⼋尾市主催

STADI

2018.9

天狼院書店「デザイン×課題解決」トークLIVE

2018.10

第4回デザインマネジメント講座 「デザイン思考がビジネスを変える」 ⻑岡造形⼤学主催

2018.10

奈良学園⼤学リハビリテーション学科開設記念シンポジウム講演
『デザイン思考によるリハビリ・イノベーションの可能性』

2018.11

東広島市産学⾦官マッチングイベント2018講演 主催 東広島市産学⾦官連携推進協議会
『商品・サービス開発のための「⾏為のデザイン」思考法』

株式会社ハーズ実験デザイン研究所

代表取締役

2018.11

トークサロン「海を越える⽇本のものづくりとデザインの未来 」vol.1 Pinkoi Japan主催

METAPHYS

代表

2019.1

公開トークセッション 主催：特定⾮営利活動法⼈キッズデザイン協議会

⼀般社団法⼈⽇本デザインコンサルタント協会

理事

NPO法⼈エコデザインネットワーク

理事

公益財団法⼈⽇本インダストリアルデザイン協会

ビジョンコミッティ

協同組合ジャパンデザインプロデューサーズユニオン

会員

総務省地域⼈材ネット

登録アドバイザー

公益社団法⼈国⼟緑化推進機構

委員

⼤阪府⽴⼤学 研究推進機構21世紀科学研究センター

客員教授

「みんなで話そう！キッズデザイン〜2025年、キッズデザインのある街で〜」
2019.3

JIDA 留学⽣交流会 講演

2019.3

⻑岡造形⼤学デザインマネジメント最終講座
「デザインマネジメント〜デザインを経営資源に〜」

2019.6

講演会 主催：同志社⼥⼦⼤学メディア創造学科 「⾏為のデザインを考える」

2019.6

『JIDAシンポジウム2019』JIDA
新たなJIDAを⽬指して ビジョンコミッティメンバーからの提⾔―

イノベーション教育研究所
九州⼤学

⾮常勤講師

⼤阪公⽴⼤学設⽴準備機関

アドバイザリーボードメンバー

経済産業省 地域新成⻑産業創出促進事業費補助⾦

アドバイザー

2019.6

ビジネスデザインスクール2019

公益財団法⼈京都⾼度技術研究所 「⾏為のデザイン」

2019.6

『Design LAB スタート記念NICOデザインフォーラム』講演 公益財団法⼈にいがた産業創造機構
「感性ポテンシャルが明暗を分ける 〜企業ブランディングの裏技」

2019.7

命をまもる⼈のための知財創出ワークショップ Vol.2 主催：NPO法⼈まもるをまもる

近畿地域のサーキュラーエコノミー(ＣＥ)

2019.9

GWANGJU URBAN DESIGN FORUM2019

ビジネスネットワーク構築事業

2019.9

命をまもる⼈のための知財創出ワークショップ Vol.2 主催：NPO法⼈まもるをまもる

2019.9

HCD-Net関⻄フォーラム2019「HCDのキャズムを越える」講演

2019.10

経営デザインプロデューサー育成講座

（地域産業デジタル化⽀援事業）

⼤阪市⽴⼤学⼯学部応⽤物理学科卒。1986年同社設⽴。デザイン思考から企画開発をサポートするデザインシンクタンクとして

Microsoft「Xbox360」を始めとする世界記録を達成したデザインで、Newsweekの「世界が注⽬する⽇本の中⼩企業100社」に

2019.10

2020.1

テクニカルコミュニケーションシンポジウム2019 講演

九州知財活⽤リレーセミナーin熊本 九州経済産業局
「地域経済を創る感性ポテンシャル」

2020.1

「⽯垣島のまちなか」から⽣まれる ヒット商品のつくりかた ⽯垣市商⼯振興課
「⽯垣島の次のヒット商品をデザインしてみよう 〜⾏為のデザイン思考から考えるみらいの着眼〜」

産材のTEUDなど、地域振興にも多く携わる傍ら、eco products design competition 2007〜2010、 social design conference 2011〜
2020.2

2015の開催を通じて、社会性を持ったデザインの啓蒙に尽⼒している。

⼀般財団法⼈⼤阪デザインセンター

⼀般財団法⼈テクニカルコミュニケーター協会 「⾏為のデザイン」で製品・サポート情報を変える！

選定される。⾃ら運営するMETAPHYSは、「⾏為のデザイン」に基づいて開発から販売までを実践。また、感性価値創造ミュージアムや
東京都美術館新伝統⼯芸プロデュース事業、越前のiiza、⿃取のなんぶ⾥⼭デザイン⼤学、新潟の百年物語やデザインラボ、奈良県

ナレッジサロン

「感性ポテンシャル思考法」

知られ、提唱するS.S.F.B法や感性価値ヘキサゴングラフなどが広く活⽤されている。プロダクトを中⼼に、Gマーク⾦賞、DFAグ
ランプリ、RED DOT BEST OF BEST、iF DESIGN AWARD GOLDなどを始め国内外のデザインアワードで170以上を受賞。

韓国講演

第66回エコデザインセミナー講演
【海シリーズ第1弾

2020.6

宮津の⿂ と 海の未来】 対談 「宮津の⿂と海の未来」

オンラインセミナー『UX思考 ＝「⾏為のデザイン思考」』
特定⾮営利活動法⼈ ⼈間中⼼設計推進機構（HCD-Net） 関⻄⽀部

主な審査員歴

2020.7

『DESIGN』の意味を取り違えた⽇本」 リエゾンセンター・ライブラリーのブックイベント 第⼀回
⾏為をデザインすることで適正解を考える〜「⾏為のデザイン」思考

東京都商品デザインマーケット / 2004 - 2005
国際デザインコンペティション / 2005
第2回ものづくり⽇本⼤賞選考分科会委員 / 2007
IFデザインアワード / 2009
福岡産業デザインアワード / 2009
Computex Taipei / 2010
にいがたＩＤＳデザインコンペティション / 2010, 2016

HKDAアワード / 2012
⽇本デザイン振興会Gマーク / 2002 - 2013, 2015 - 2016, 2019 - 2021
京都デザイン賞 / 2015 - 2020
東⼤阪ツーリズム⼟産物コンペ審査委員⻑ / 2017
⿃取スタートアップキャンプ アドバイザー / 2017 - 2020
DIA(Design Intelligence Award) / 2020
シンガポールデザインアワード / 2020

2020.8

⼈によっては0にも100にもなりえる感性を考える 〜「感性ポテンシャル」思考
2020.9

『DESIGN』の意味を取り違えた⽇本」 リエゾンセンター・ライブラリーのブックイベント 第三回
社会課題を解決するデザインを考える〜「ソーシャルデザイン」思考

2020.9

岡⼭県⽂化連盟 Zoomウェビナーによる研修
アートマネジメントオンライン研修「デザインとは何か？」

デザインサポートプロジェクトコンペティション / 2014, 2015
タイデザインエクセレントアワード / 2010 - 2011

『DESIGN』の意味を取り違えた⽇本」 リエゾンセンター・ライブラリーのブックイベント 第⼆回

2020.11

Design for Asia Award / 2011, 2014

⼀般財団法⼈⼤阪デザインセンター 経営デザイン・プロデューサー育成講座
「デザインの不時着」は避けられる！ 実践型で学ぶバグトリデザイン〜

2021.3

NICOポテンシャルセミナー 企業ポテンシャルを活かしてブレークを狙う 主催：NICO

