
デザインを活用した商品づくりで
課題解決、企業価値の創出を
サポートします

かくれた「問題」や「不満」を
デザインで解決します

３DCADによる
デザイン設計での見える化

動画での
構造の見える化

ICI デザイン
WEB サイト→



企業の「問題解決の提供者/Solution Provider」として製品開発
のプロセスを通じてデザインの概念を企業に提供し、問題点の
抽出や判断基準の設定など、過程で生じた産物が経営資源とな
るようにという姿勢でデザイン活動を行なっています。
企業は創造を営むことを基本とし、より多くの人 と々の交流の中
から人の為になる商品を創る。すぐれたモノづくりは整備された
企業の基盤から生まれる。その継続の中から資産を生み伝承す
ることにより質の高い企業を築く。 

企業活動を通じて社会に対する
質の高い価値（メッセージ）を提供します

I.C.I. Design Institute Inc.C 

一流企業とは、創造を営むことを基本とし、

より多くの人々との交流の中から、人のためになる商品を創る企業である。

すぐれたモノ創りは、整備された企業の基盤から生まれる。

そして継続のなかから資産を生み伝承することにより格の高い企業を築く。

デザインを活用した商品づくりで
課題解決、企業価値の創出を
サポートします



商品が使用者、社会、そして企業
にとってどのような意味があるか
を共同で明らかにしていきます。

1.企業理念

どのような考えのもとに企業活動を行って
いるかを確認し、それを商品に反映させて社
会に伝達します。

2.企業環境

経営諸状況、開発力、生産力、販売力、競合
状況などの企業環境を把握し問題点の抽出
につなげます。

3.資源

企業内にある固有の技術、生産技術、
販売力などの資源の活用法を考えます。

4.問題点

企業環境の問題点を抽出し、共同作業を通
して解決していきます。

B.独創性

流行や常識にとらわれない発想
法から独創性を導きだします。

C.インターアクション

使用者の心理面まで踏み込ん
で、製品へのかかわり方等のソフ
ト構築を提案します。

D.技術提案／導入

問題点の解決に際して、設計ノウ
ハウや素材、生産法などの技術
提案もしくは、異業種からの技
術導入を行います。

E.展開計画

商品単体の開発ではなくライン
アップとこれからの展開に対し
て、どのような位置付けをするか
を確認します。

F.標準化

製品の操作法、色、サイン、使用
部品、ロゴマーク、形状における
ポリシーなどを法則化し、総合的
な標準化を行います。

G.企業イメージ

販売、広告、パッケージにおいて
も統一した企業イメージが認知
されるように提案します。

5.基本構想

企業の置かれている立場、市場の
趨勢、企業の総合力、商品ライン
アップなどを基に基本的な構想を
提案します。

6.コンセプト

基本条件に基づいて独自の視点と
情報による商品のコンセプトを提
案します。

7.価値基準

開発作業を通して、商品の価値を
明らかにし、評価項目を作り上げま
す。

8.プロダクトアイデンティティー

最終的には商品が、企業を語ると
いう考えにたち、商品によるコーポ
レートアイデンティティーの確立を
目指します。

会社の利益は、商品によってもたらされます。
商品力は即ち企業の実力と言えます。

Profit by design

A.意味性

デザインが取り組む視点
DESIGN PROCESS

I.C.I. Design Institute Inc.C 



コンセプト

コンセプト

商品

商品

技術

情報

技術と情報

迅速な商品提案

「ものづくり」からビジョン構築まで
                                            企業の未来を支援します

超音波診断器

取出ロボット
デザイン・設計

デザイン・設計
量産支援まで

　新しい発想は、新しい素材や技術を伴って商品化
され、新しい概念の商品や説得力のある商品となり
ます。私達は商品開発力の拡大を目指し、デザイン
を提供しています。
　商品開発力を持つことは、企業としてこの上ない
実力となり、資産となります。しかしながら自社の持
つ生産力や設備が、商品開発にとって無言の制約と
なる場合があります。
　ICIデザイン研究所では、企業の知的財産や設備な
どの資源を理解し、問題解決者としてのデザイナー
の立場から、商品のデザインを提供します。また、必
要な情報や技術を他の分野から集め、コーディネー
トするという手法を採用しています。

　ユーザーの需要が多様化している現在、商品
開発においてもスピードが求められています。
素早い対応は市場を活性化させ、利益を拡大す
る上で必要不可欠です。
　商品開発のデザイン段階から3次元データを
導入する事により、製品設計・金型までのデー
タの一元化、共有化を可能にしました。
　クライアント様の所有の３ＤＣＡＤ
(IGES,solidなど)データとの共有化が
できます。これにより商品開発プロセス、
時間が飛躍的に短縮されます。



-明確なビジョン設定
-市場予測
-異分野の技術導入
-商品の販売。標準化および評価

企業活動は、常に未来に向かって歩み続け
なければなりません。そのために、企業の
核となる技術や要素をみつめ、顧客が
認める価値をいかに展開していくかが
重要となります。
　事業展開例をマップ化し、未来の
方向を示唆することで、経営資源と
社員のベクトルを同じ方向へと
集中させることができます。

商品開発において期待通りの結果が出ていますか？
効率的な商品開発は市場とアイデアそして技術のそれぞれの分野がうまくかみ合って始めて成立し
ます。

我々は、様々な企業との提携による経験と最適なスペ
シャリストの導入によって、質の高く効率的で広い範囲
でのデザインを提供します。

ICIデザイン研究所では、この３つの条件を充たしつつ「人・物・コスト」を有効に活用するためにトー
タルデザインプロセスを提唱しています。

商品開発力は、企業の大きな資産
成功する商品開発の重点要素

優れたビジョン＝企業推進力

細胞培養器

事業展開マップ

アクティブシニア向け
キッチンツールシリーズ

農林水産建 築

エネルギー

環 境

情報通信

医 療

福 祉 エンターテイメント

運 輸

生 活

教育学習

ラボ分析

水質分析

環境分析

食品分析

医療分析 内視鏡関連装置

歯科超音波治療器

口腔洗浄装置

● 器具洗浄装置

車いす洗浄装置

アイスクリームサーバー

調味料充填機

宇宙開発実験用

採血訓練シミュレーター

ドリンクディスペンサー

アルカリイオン水生成装置

殺菌水生成装置

次亜塩素酸希釈装置

住宅・自動車用燃料電池

門型洗車機

スプレー洗車機

コイン洗車機

コインランドリー
洗剤・助剤供給

リネンサプライ洗剤・助剤供給

石油系ドライクリーニング洗剤供給

OPL用洗剤・殺菌剤供給

食器洗浄機

殺菌剤希釈装置

生乳冷却装置

発酵装置

グリーストラップ薬剤供給装置

● 養液栽培装置
海水分析採水器

海洋生物付着防止剤供給装置

テキスタイルプリンタ

● 可食インクプリンター

● デジタル製版装置

フロン分解システム

医療教育シミュレーター

科学館展示用実験装置

医師訓練用心臓モデル

自動洗髪機

ランニングマシン

プール用消毒剤供給装置

競輪選手用
サーモスーツ

水生物用栄養剤供給装置

動物用水供給装置

薬液分注 ● 化粧液分注

浄化槽の排水

液体肥料定量注入

医療機器組込

排水処理

バイオ

ノートＰＣ燃料

点滴

ＰＣ冷却装置

車載用バッテリー冷却装置

芳香器噴射装置

消毒液噴射装置

監視カメラレンズの洗浄

車載用ガラス・ライト等の洗浄

pH調整用

果肉の移送 チョコレートの移送

● 携帯電話用燃料

携帯ゲーム機

殺虫剤供給

分光分析

汚染地下水移送

壁面緑化システム

塩分分析

リトグラフ用インク注入

● 染料の供給

補助人工心臓

漂白剤供給

ゼリー状食品供給

業務用食器洗浄機

介護浴槽

家庭用浄水器

人工透析用圧力調整装置

エレベーター用
オイル添加装置

自動床洗浄器

温室栽培用液体肥料投入装置

手指消毒器

● インクジェットプリンタ

油水分離装置用

● 透析ポンプ

● インスリンポンプ

シャンプータンク
内蔵シャワー

入浴剤タンク付浴槽

自動栄養補給装置

自動美容液調合・供給装置

加湿器 室内グリーン用給水装置介護用トイレ

体験型ゲーム機

水質調整蛇口

アイスクリームトッピングディスペンサー

中・大型デジタル印刷機



1977年 　毎日I D 賞、特別課題特選受賞
1982年 　ミュンヘン応用美術館　SB-F1,SB-F40　永久展示
1987年　「プレイトン」ODCギフト部門商品　　
    最優秀グッドデザイン
1988年　「プレイトン」
    ニューヨーク近代美術館永久展示選定
1989年　システムバッグ「HI・RA・ZU・TU・MI」 
    熊本デザインアワード優秀賞受賞
    デザインフォーラム'89銀賞受賞   　　　    
1993年　「CD STACK」　デザインフォーラム'93金賞受賞
1994年　「CD STACK」　bio 14 Gold Medal 受賞 
    リブリアナ建築美術館永久コレクショ選定
2009年　グッドデザイン賞・中小企業庁長官賞
2010年　キッズデザイン賞・最優秀賞、
    バリアフリーユニバーサルデザイン優秀賞
　　　　  iFプロダクトデザイン賞
2015年　キッズデザイン賞・奨励賞
2016年　大阪チャレンジ発明賞
2017年　近畿地域発明表彰・特許庁長官賞

1985年設立
ICIデザイン研究所は、新素材を用いた開発や、情報
環境、コミュニケーションに視点を置いた機器を中
心にデザインを行っている。
現在は、 組立性、分解性、分離性、メンテナンス性
を考慮した設計による製品ライフサイクルのシステ
ム化、環境に配慮した商品開発をすすめている。

その他 
グッドデザイン賞、キッズデザイン賞　
及び大阪デザインセンター選定多数

1993年　CD STACK

1989年　HI.RA.ZU.TU.MI

（社）日本インダストリアルデザイナー協会
デジタルプロセス研究会　理事

「モノづくり」で知っておきたい
素材とその加工技術の最新ガイド
素材加工事典
 
飯田吉秋・黒田弥生著
発行：誠文堂親光社 

思いのままのものづくり
美しい3DCAD

飯田吉秋著
出版社：株式会社オーム社

著書

OUTLINE

AWARDS

MEMBERSHIP
教育学習

学術研究

製 造

食 品

ライフサイエンス

アイスクリームサーバー

コーヒーマシン

ドリンクディスペンサー

ウェハー研磨装置

溶接ピット研磨装置

医師訓練用心臓モデル

パルプ工場化学薬品工場

電子部品

μTAS

金属表面処理工場

理化学機器

クロマトグラフィー

寒天培養液供給

小動物実験

長期培養実験

成形機

● 細胞培養分野

● 医薬品開発分野

水質調整蛇口

アイスクリームトッピングディスペンサー

nocilis
触覚から感性をはぐくむ知育玩具

逆さにしてもこぼれず
そのままのめる
シリコンキャップ

GOOD DESIGN 
AWARD 2009
中小企業庁長官賞



会社概要
会社名
設立
資本金
代表

所在地
本社

業務内容

取引銀行

有限会社アイ・シー・アイデザイン研究所
1985年8月8日
550万円
飯田吉秋

570-0021
大阪府守口市八雲東町2丁目82番21-705号
TEL.06-6909-5095(代)
FAX.06-6909-8412
e-mail      inf@ici-design.co.jp
web site    http://www.ici-design.co.jp/

グラフィックデザイン
●パンフレット、リーフレット等の制作
●CI、ロゴマーク、サインのデザイン

講演活動
●提案型デザインの進め方と取り組み
●商品開発のためのアイデア発想法
●生き残る企業のデザイン力
●3次元CADの活用について
　　　　　　　　　　　　　　　　など

執筆活動
●３次元CADの活用について
●ものづくりの素材・加工法について
　　　　　　　　　　　　　　　　など

自社商品製造・販売
●倒れてもこぼれないキャップ
●知育玩具
●まがる歯ブラシ（企画・販売）
　　　　　　　　　　　　　　　　など

プロダクトデザイン
●企画、デザイン
　・商品コンセプト
　・アイデアスケッチ
　・3DCAD、3Dレンダリング、機構設計
　・レンダリング
　・コスト試算
　・取扱説明書デザイン
●試作および試作設計
●設計
　・製品設計、機構設計
　・3DCAD
●金型設計、金型受注
●量産支援、OEM
●トータルデザイン業務
　・コンセプトデザインから
　　生産、販売までの総合的提案

●デザインコンサルティング業務
　・商品方向の助言
　・素材及び技術などの様々な分野との
　　ジョイント、融合化

三菱東京UFJ銀行　大阪駅前支店  
三井住友銀行　守口支店

ICI デザイン
お問合せ窓口
メールアドレス →




