
デザイン・ディレクション
基礎講座

デザイナーではないけれども、デザインに関わる方のための

POP、パンフレット、チラシ、ポスター、Webページ、製品案内etc・・・

デザインを学んだことがなくてもできる！
に仕上げるための発注ノウハウ、

判断基準をお教えします。
結果を出すデザイン

「自分にはセンスがない・・・」
「デザインの良い悪いがわからない・・・」
などデザインへの苦手意識を克服する

シック 地味 色鮮やか どぎつい

同じことを表現しているのに・・・その差はどこにあるのか？

と と、 、

落ち着きがある 地味 シンプルと と、 素っ気ない

【オンデマンド配信】
申込後7日間 終日視聴可能



学ぶべき
デザインのいろはを習得します

センスで勝負をする前に

はずれない
デザイン戦略の立て方
自社のビジネスを今以上に向上させるためには、マーケティングとしての
デザイン戦略を考える必要があります。それは多くの人がものの価値を
視覚による印象や雰囲気で決めてしまうからです。情報量が加速度的
に増えている今、デザイン戦略を立てないとことは本来伝えるべき自社
のサービスや商品の価値を放棄することを意味します。
メッセージを伝えたい相手に間違った印象を与えないためには、デザイ
ンによって到達したいゴールを定めることが必要です。プロでなくても、
経験が浅くてもゴールさえ定まっていればデザインで失敗することはあり
ません。それは、伝えるべきことと、伝える方法がはっきりしているからで
す。講座ではマーケティングの見地に立ち、デザインを目的に達成する
ために伝えるべきメッセージを自ら導き出すためのノウハウを学びます。

無駄なく効果的に制作物を作成する
ディレクション・ノウハウ
ポスターやパンフレット、POPなどのデザインを採用するとき、なぜそのデ
ザインなのかを判断するための根拠が必要です。しかし、何を根拠に判
断し、どのように上司や社内に説明するべきなのか迷うことがあります。
また、協力会社へのディレクションを行う際に担当者と話をするときにも、
デザインの基礎知識を知っている必要があります。クリエイターの感性
に頼った発注ではなく、デザインによって自社の伝えたいメッセージが制
作物に落とし込まれていないからです。「センス良く」や「〇〇っぽいデ
ザイン」といった曖昧なオーダーをするのではなく、デザイン戦略に乗っ
取り、フォント、色、ホワイトスペースなどの使い方についてきちんとした指
示を出す必要があります。講座では、写真、色・コントラスト、フォント・タイ
ポグラフィ、ホワイトスペースというデザインする際に必ず必要となってく
る要素について使い方を学びます。

デザイン基礎 編 デザインの基礎となる４つのルールを学ぶ

講座で学ぶポイント

POINT1

POINT2

下記のような方にお勧めの講座です

「なぜその制作物を作るのか」。企業がデザインを必要とする場面では、「なんとなく」発注されていることが少なくありません。デザインのディレクションを
行うにあたり、まずは社内での戦略を明確にすることが最も大切なことです。それによって、生活者に与える印象をコントロールするためのデザインの知
識が生きてきます。また、社内での説明にも説得力を持たせることができます。講座では、自社らしさから外れずにデザインに意味を持たせるデザイン
ディレクションの方法とそのために必要な基礎知識を学びます。

自社らしさを出しつつ、生活者に好かれるデザインをするための知識と方法

デザインのディレクションをする上で、制作進行の質は最終的なアウトプットの質に大きく影響を与えます。細かく指示し過ぎるとデザイナーはやる気をな
くし、大雑把すぎるとデザイナーは困ってしまいます。印刷会社への指示でも、紙や色についての指示を間違えると、想像と違うものができあがったり、最
悪の場合やり直しということになってしまいます。スムーズに進行し、制作物のクオリティを高めるためには、そのためのノウハウを知っておく必要がありま
す。講座では制作物のクオリティに影響を与える制作進行ノウハウを学びます。

デザイナーの能力を最大限に引き出す制作進行ノウハウ

◎デザイン等の実務経験や専門知識を学んだことが
　なく、また社内に専門知識を持つ人もいない中で、
　パンフレット等の制作業務を担当している

◎デザインを外注するにあたり、自社内で行うこと、
　デザイナーにお願いすることの棲み分けをしたい

◎社内で、なぜこのデザインを採用したのか、
　理由を説明できるようになりたい

◎デザイナーに的確に意図を伝えられるような
　オリエンテーションを行いたい



『The Non Designer’s Design Book』の著者
Robbin Williamsは「グループ化」「配置」「一貫性」
「コントラスト」の4つ原則に従うだけで、他人に伝わる
デザインを作ることができると言っています。実際、４つ
の原則を実践すれば、デザイナーでなくても簡単に伝
わるデザインを作成することが可能です。また、デザイ
ナーにデザインを依頼する場合にも、デザインの良し悪
しを判断する基準を明確に共有することができます。
なぜこのレイアウトだと見やすいのか？なぜこの色使い
で上品な印象を与えることができるのか？ビジュアルコ
ミュニケーションの背景を学び、デザインの質に対する
ものさしを身に付けるデザインを発注する側は常に「こ
のデザインは客観的に見てどう見えるのか」という視点
でデザインを判断しなければなりません。しかし、発注
者である制作責任者はデザインの良し悪しを個人のセ
ンスによって判断し、明確な判断基準が存在しません
でした。ただ、制作物として機能するデザインとは、その
成立の過程でレイアウトや色使いなど必然の結果とし
て生まれてきています。講座では、機能するデザインが
成立する過程を紐解きます。その中で、「なぜこのレイ
アウトだと見やすいのか」「なぜこの色使いだと人は高
級感があるように見えるのか」など、これまでセンスで語
られてきたデザインの背景にあるものを説明し、デザイ
ンの質を判断するためのものさしを身に付けます。

デザイン戦略 編
習得するスキル
□失敗しないデザインの基本
□伝えたい内容を機能させるデザイン術

ルールを覚えるだけで誰でもデザインはできる

企画立案からデザイナーの選定、発注、入稿、納品まで、制作進行する上で必要となる
ディレクションのポイントを、実際の制作物をもとに工程ごと学ぶことで、実践的なディレク
ションノウハウを習得します。

制作進行 編
習得するスキル
□デザイナーを動かすオリエンテーション
□社内を説得するプレゼンテーション

□明確なデザインの目的の立て方

いまさら聞けない制作進行のノウハウ

色で相手に与えるイメージをコントロールする

赤
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緑
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黒

情熱的な/大胆な/力強い

誠実/落ち着いた/知的な

穏やかな/安定/さわやか

希望/愉快/注意

ぬくもり/素朴/重厚

陽気/暖かさ/家庭的

高貴/大人/上品

神秘/男性的/威厳

純粋/新しい/軽い

良いレイアウトとは？～４つのルールを守る～
①揃える
美しいレイアウトのコツは揃えること
にあります。テキストや図の位置を
ぴったりと合わせるように配置すれ
ばデザイン性が格段に上がります。

②グループ化
単調なレイアウトではわかりにくいデ
ザインも、関連し合うもの同士をグ
ループにしてレイアウトすることでデ
ザインがすっきりし、情報を分かりや
すく伝えることができます。

③余白を設ける
文字と図、文字と文字の間にはしっ
かりと余白を設けることが重要で
す。余白がないと窮屈で読みにくい
デザインになってしまいます。

④コントラストをつける
重要箇所とそうでない箇所には思
い切ったコントラストを付けることが
重要です。コントラストのギャップが
大きいほど、デザインに面白みが出
てきます。

デザイナーにはデザインその
ものに料金がかかるタイプと
そうでないタイプがいる。予算
をかける場合の見積もり項目
の社内での見せ方はどうす
ればいいのか？

デザインのどこに
予算をかけるべきか

制作

1
POINT

美しく仕上げるための発注時
の大原則とは？

仕様書の作成
制作

2
POINT

例えば大御所クリエイターに
依頼したとしてもスムーズに進
行できる修正の出し方とは？

ラフ出し
制作

3
POINT

高級感を演出したいが、予算
がない・・・そのような場合のテ
クニックとは？

印刷・加工
制作

5
POINT

紙は複数種類出してもらう。この機会に把握する
紙の大まかな種類　アート系/コート系/ミラー
コート系/ダルアート系etc…

色校
制作

4
POINT

講師が手掛けた事例をもとに、
制作進行のプロセスとポイント
を具体的に学びます。



カリキュラム
テーマ時間

デザインディレクションの
大前提とデザイン基礎知識

担当者が持つべき
デザイン知識と判断基準

何のためのデザインなのか/企業の目的とデザインの目的/社内で目的
を共有する/自社らしさとは何か？/デザインの戦略を考える/レイアウトは
すっきり、わかりやすく/色で印象をコントロールできるのか/フォントで印
象を変える

デザインを判断する側が持つべき基準/デザインのディティールについて
指摘すべきか/感覚的なことをどう伝えるのか/デザイナーのやる気を削
ぐ一言

約180分 塩澤 弘幸氏

講師プロフィール

塩澤 弘幸氏 株式会社ニューアート アートディレクター

多摩美術大学グラフィックデザイン科を卒業後、高島屋ハウスエージェンシー、日本IBMハウスエージェンシーにて勤務。クライアントサイドとク
リエイティブサイドの立場を熟知している。現在、株式会社ニューアートの社外取締役アートディレクターとして、広告を中心にグラフィックデザ
イン、ブランディングなどを手がける。また、デザイン専門学校の講師なども勤め、デザイン教育に活動の場を広げる。日本産業広告賞受賞。

講師

講座
概要

※講師、カリキュラム、日程は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

講義内容

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議

会社名

住所

氏名

Eメール

氏名

所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日

Eメール

宣伝会議からの情報　①いる　②いらない　 ③ すでに届いている
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TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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WEB申込
FAX申込

すぐご受講いただけます
受講環境の設定に関する手続きのため 1週間ほどお時間がかかります

●受講形態 ： 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信　※お申込日から7日間視聴可能。視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。
●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円） ※申込金5,000円（税込 5,500円）を含みます
●受講対象 ： 企業の宣伝、販促、マーケティング、Webの担当者

230413


