
http://ideaco-web.com/design/

http://ideaco-web.com/design/

会　社　名                イデア株式会社

設　　　立 　　　  1989 年（平成元年）9月 12 日

資　本　金 　　　  1000 万円

代表取締役  羽 場  一 郎

本社所在地  〒550-0003　大阪市西区京町堀 2-6-26  K&G 京町堀ビル 3F　

　　　　　　　　　TEL:06-6444-3363  FAX:06-6444-3373

　　　　　　　　　e-Mail : info@ideaco-design.com

業 務 内 容 　　　  ■ideaco brand produce
　　　　　　　　  インテリア・ホームプロダクツの企画 ・ デザイン ・ 卸売 ・ 小売

   　　　　■consulting & produce　http://ideaco-web.com/design/
　　　　　　　　   商品開発・コンサルティング ・ マーケティング・企画デザイン業務支援

   　　　　■design work
　　　　　　　　   製品デザイン ・ 設計業務、パッケージデザイン制作業務
　　　　　　　　   販促物、広告デザイン業務、WEB 制作業務

 Work for
（敬称略）  株式会社アイシーエル

株式会社アスクル
有限会社アクトワークス
アークランズ株式会社
株式会社アーバンリサーチ
アマゾンジャパン合同会社
アルスコーポレーション株式会社
永大産業株式会社
公益財団法人大阪都市型産業振興センター
一般財団法人大阪デザインセンター
株式会社オーエスケー
オークス株式会社
株式会社オールアバウトエンファクトリー
株式会社共臨社
株式会社近畿日本ツーリスト商事
株式会社クラシコム
有限会社コアプラス
株式会社近藤建装
佐藤商事株式会社
サナダ精工株式会社
株式会社サンワカンパニー
サンショウ株式会社 ( トヨタ自動車 )
株式会社 JTB 商事
株式会社シップス
株式会社ジャクエツ
株式会社集英社
新日本カレンダー株式会社
積水樹脂株式会社
セキセイ株式会社

センコー株式会社
第一ビニール株式会社
ダイワ産業株式会社
帝人フロンティア株式会社
株式会社ディテール
株式会社ディーリアライズ
株式会社 TV東京
東京シンコ－レザー株式会社
株式会社東和産業
株式会社ニトムズ
株式会社ニトリ
日本シール株式会社
株式会社ノチダ
ハードロック工業株式会社
阪和興業株式会社
阪神園芸株式会社
株式会社バルス
株式会社阪急リテールズ
株式会社ひなたライフ
株式会社ビームス
株式会社フジイ
株式会社藤栄
株式会社星野リゾート
株式会社マイナビ
株式会社マインドフィットネス
マークスインターナショナル
株式会社森川製作所
株式会社吉川国工業所
有限会社よろず屋

（海　外） Hotel:
Hotel Costes(Paris)
The Standard hotel (N.Y.)
Mandarin International hotel (Hong Kong)
Mandarin Oriental (Bangkok)

The container store(USA)
LUMINAIRE(USA)
ABC HOME(USA)
Prism Brand(USA)
The Museum of Modern Art(N.Y.)
Leibal(USA)
Tabella co.,ltd.(Korea)
United Home International Supply Chain Co.,Ltd.(China)
Yosang co.,ltd.(Thailand)
Naiise(Singapore)
FEB Development(EU)
merci(paris)

I D E A
design studio

I D E A CO.,LTD.
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■業務内容
consulting & produce
商品開発コンサルティング、マーケティング企画、商品企画業務支援、販路開拓支援

design work
製品デザイン、設計デザイン業務、パッケージデザイン制作業務
販促物・広告デザイン業務、WEB 制作業務

■OEM生産協力
国内：新潟、岐阜　　海外：中国、ベトナム、タイ

step-1

■商品開発のプロセス

共　感 リサーチ → 情報収集、現場観察、インタビュー

「ユーザーの声」主婦（女性）

使って（干せて）、しまえる

邪魔にならない・コンパクト

沢山干せる

簡単（使いやすい・設置が簡便）

突然の雨にすぐに使える（ワンタッチ）

どこでも（干せる）・移動可能

乾きやすい・嫌な洗濯臭がしない（梅雨期）

背が低い人も使える

室内・部屋干し商品開発、リサーチ調査資料

【求める要件】：使い勝手 【求める要件】：見栄え感（デザイン・意匠性）

【干す物は】【干す場所】

優先順位：高

低

目立たない

小さい（コンパクト）

シンプル

オシャレ

インテリアにマッチする・違和感がない

白っぽい

かわいい

目立つ、お部屋のアクセントになる

カーテン

シーツ・ふとんカバー

ふとん

タオルケット

バスタオル・タオル類

トップス（上着）・ボトムス

下着類

靴下

ハンカチ

南側窓周辺（リビング・和室・寝室）

窓周辺（リビング・和室・寝室）

洗面・脱衣場（洗濯機周辺）

寝室・和室・子供部屋

納戸

ロフト・階段、廊下の天井

優先順位：高

サ  イ  ズ：大環　    境：良

低

小

不

高：高さ（天井）

低

主婦 30 代 8名 40 代 2名
一戸建：6名・マンション 4名

「室内・部屋干し」現場状況

ベランダや窓際にさっと取りつけられる物干し　価格　6,900 円 ( 税込 ) 

川口技研　室内物干し　竿かけ　通常価格　4,400 円 ( 税込 ) 

パナソニック　室内物干し　ホシ姫サマ　定価：37,380 円（税込） 森田アルミ工業　ワイヤー Pid　価格 : 12,600 円 ( 税込 )

他社商品-1

住居内装インテリア環境

窓サッシ木調カラー

スタイリッシュ ソフトナチュラル

ナチュラルモダン 和モダン

窓サッシカラー

腰窓

■窓サッシ寸法

■窓周り環境

優れた断熱性能とその存在を忘れるほどのスリムですっきりしたデザイン。
従来品の細部にわたり部材の仕様を見直し、さまざまな 改善が図られ、各部材の変更および
施工における課題や手間を解消するとともに、施工品質の向上を実現。

窓高～1800 ～2400

step-2

step-3

step-5

step-4

テーマの設定 → ニーズ、ウォンツパターン認識

アイデア・構想 → 視点の導入、戦略ビジョン、コンセプト

デザイン設計 → 開発、モニター、検証、検査

販売促進 → 売り方、伝え方、プロモーションツール制作

団塊世代層：子離れゆとり夫婦ニューファミリー層：30～40 代

住環境

ターゲット

戸建 建替え・リフォームマンション リノベーション

憧れ・夢 子育て

・家族のつながり・絆

・自己実現

・実用的から趣向的満足へ
デザイン・意匠性アップの要望→

機能性はもちろん

デザイン、意匠はもちろん

オークス（株）住宅設備・業務用商品
→室内用物干し、昇降式吊戸棚、ダストボックスワゴン
　などの機能的な実用品を展開

ママ目線

健　康 こだわり・趣味

個人志向

「今後の開発テーマ」

団塊世代層：子離れゆとり夫婦

ニューファミリー層：30～40 代

壁　面

天井面

天井面

「憧れの遊び道具」
こども・家族向けブランド

リノベーション・リフォーム向けブランド

「健康」向けブランド

wi・wai
uchi・e

cocochi-e
「いつでもフィットネス」

・壁面に収納棚やボックスを設置できる
   ユニットの開発

・邪魔にならない「ぶら下がり器」
　普段は洗濯物干し用

・家の中で「ブランコ遊び」

[仮称]

[仮称]

・「フワフワ夢心地 -ハンモック」

・コレクターアイテムの展示
　自転車・ギター・書籍・フィギア etc.

1

2

3

「自慢のコレクションだ～！！」
「子供と一緒にクライミングに挑戦」

実用品 機能・便利品
エンターテイメントな商品開発を目指す

ユーザーターゲット生活環境の分析
ユーザーターゲット、ニーズ・ウォンツテーマ設定

価格：6,900 円 ( 税込 ) 

川口技研　4,400 円 ( 税込 ) 

アズマ工業　価格　1,050 円 
価格 ¥1,400( 税込 )
　

KS-DA101PN
定価：7,035 円（税込）

ホシ姫サマ　定価：37,380 円（税込）

定価：12,600 円（税込）

サンウイング 200　価格￥4,000

インテリア性 -高い

シンプル

スマート

インテリア性 -低い

機械的・無骨

スッキリしてない

安価な

高価な

自社商品

窓周辺「室内物干しアイテム」商品ポジショニング

キョーワナスタ　3,675 円（税込）
　

森田アルミ工業　ワイヤー Pid　価格 : 12,600 円 ( 税込 )

川口技研 　価格：980 円（税込）

フレクリーン　18,360 円 ( 税込 )

室内物干し ソ ラ イ エSORA I E

SO F T

エレガント

クリア

クールカジュアル

モダン

ダンディ

ロマンティック

ダイナミック

ゴージャス

クラシック

シック

ナチュラル

プリティ

カジュアル

HARD

WARM COOL

競合他社ブランド  テイスト  ポジショニング
SORAIE-BRAND IMAGE POSITIONING

かわいい

なじみやすい

甘い

おおらかな

たのしい

カジュアルな

健康な

やわらかい

しなやかな

やさしい

上品な

ナチュラルな

おだやかな

マイルドな

シックな

さっぱりした

クリアな
さわやかな

シンプルな

スマートな洗練された

都会的な

モダンな

シャープな

メカニックな

フォーマルな

落着いた

活動的な

ダイナミックな ゴージャス

あでやかな

クラシックな

伝統的な
ワイルドな

野性的な

堅実な

格調のある

落着いた

SOF T

HARD

WARM COOL

keyword ：

優しい・親しみ・ナチュラル・清潔・洗練された・スマート

エレガントな

2 0 1 4 . 0 7 . 1 0   i d e a c o

ブランドロゴマーク 商品カタログ WEB サイト制作

：SOR A I E  / 室内物干し  製品開発

シンプルを極めた、長く使えるスタンダードなデザインの提供とクライアントの
可能性を最大限に引き出すことが、私たち design studio IDEA の使命です。

30年以上もの間お客様の商品 ( 製品×売り方 ) を企画しデザインを提供してきました。自社製品の開発と

販売の経験から得た失敗成功体験の科学的な学びが私たちの強みです。

商品開発は作り手と売り手を、
　　　　　　そして使い手の共感を創造する仕事です。

I D E A
design studio

定　義

創　造

試　作

物　語


