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にいがたもよう
研究所
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磯野紙風船
製造所様

女 子 企 画 チーム d ’ o n n a が 新 潟 の 旬 な 情 報 を お 届 けします

No.03

N o . 0 3

　d’onnaがプロデュースする「にいがたもよう研究所」の新商品『にいがたもよう紙風船』が誕生しました。

　デザインは「錦鯉もよう」、「十日町きものもよう」、「たらい舟もよう」、「稲もよう」の 4 種類。新潟の魅力

あるコンテンツをかわいいイラストで表現し、製造は国内で唯一の紙風船製造元・㈱磯野紙風船製造所様

（出雲崎町）にご協力いただきました。まさに新潟の魅力がぎゅっとつまった商品です。

　パッケージには英語表記もあり、広く新潟の魅力を伝えられる商品となっています。開発にあたっては
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新潟の魅力を詰め込みました

にいがたもよう紙風船

職人さんが薄紙を一枚ずつ貼り合わ
せて球体に仕上げていきます。

紙風船には金糸が付いていますので
オブジェとしても飾れます！

d’onnaがプロデュースする、新潟の魅力をもようで表現するデザインプロジェクト
です。パッケージやノベルティなどのデザインにも活用いただいています。

販売
店舗

にいがたもよう紙風船 [全4種] 
価格：1個入り 500円(税込)　※価格は2019年5月現在のものです

新潟ふるさと村様、CoCoLo新潟様、湯沢グランドホテル様、
苗場プリンスホテル様、ガーラ湯沢ホテル様

情報工房DOC  朱鷺メッセ店・メディアシップ店
https://www.dip.co.jp/joho-kobo/

錦鯉もよう錦鯉もよう

十日町
きものもよう
十日町
きものもよう

たらい舟
もよう
たらい舟
もよう

稲もよう稲もよう

新潟市在住の外国人の方等に紙風船やお土産品についてのヒアリングを行い、商品設計に

取り入れました。国内外の方へ新潟の魅力や日本の文化を伝えるギフトとしておススメです！

　繊細な手仕事によって生まれる、素朴でやさしい風合いは紙風船ならでは。

ぜひお手にとってその魅力を体感してください。

インテリア

　　　にも
♪

販売店舗 情報工房 DOC 各店、第一印刷所 WEB ショップ「＆Niigata」ほか（金額はいずれも税込み）
新潟のモチーフを使ったカラフルなかわいい模様で、さまざまなグッズを制作・販売しています。

ポストカード
絵柄は、朱鷺もよう・波もよう・米もよう・
ささもよう・椿もようの5種。季節のご挨拶に
新潟らしさを添えてみませんか。
5枚セット　600円

メモ パッド
気軽に使えるメモ用紙です。中面のデザイ
ンはシンプルで、表紙のもようのワンポイ
ントが入っています。
米もよう・ささもよう・
朱鷺もよう・椿もよう　各300円

ミニノート
A5判の持ち運びしやすいサイズのノート
です。打合せ用ノートとして、新潟らしさを
かわいらしく携帯できます。
米もよう・ささもよう・
朱鷺もよう・椿もよう　各400円

クリアファイル
紙を挟むと、絵柄の一部から中の紙が覗く
楽しい仕様となっています。何の書類を入れ
たか分かりやすく機能性も抜群です。
米もよう・ささもよう・
朱鷺もよう・椿もよう　各300円

ポ チ 袋
温かみのある風合いの和紙を使ったポチ袋。お小遣い
袋としてだけでなく、プチギフトやメッセージ袋として
も利用できます。
5枚セット（もりもりにいがた米・チューリップ・
冬のエキストラ・日本海・雪椿　各1枚入り） 350円

箱 入りもよう
手のひらサイズの箱のなかには、4種類のもようの紙入り
(100枚)。一言メモとして、ミニ折り紙として自由に使えます。
紙を使い終わったあとの箱は、小物収納などに活用できます。
ユキラキラン・水玉チューリップ・
朱鷺もよう・椿もよう 　各900円

佐 渡うろこもよう
ミニノート

鱗模様は厄除けの意味を持つ日本古来の
吉祥模様で、鬼太鼓の装束にも使用されて
いる等、佐渡と関わりの深いもようです。
ノートの罫線にもちょっと変わったデザイ
ンを施しています。
鬼太鼓・たらい舟もよう・
朱鷺・sado dance　各400円

越 乃リュウもよう
一 筆 箋／クリアファイル

新潟市出身、元宝塚歌劇団・月組組長の
越乃リュウさんとコラボした商品です。
もように溶け込むように、「越」と「乃」、
そして月組の「月」をさりげなくあしらって
います。
一筆箋　600円、
クリアファイル　400円

十日町きものもよう
一 筆 箋 ／ ポチ 袋セット

日本屈指のきもの産地である十日町。
そんな十日町の着物の彩りを、にいがた
もようで表現した「十日町きものもよう」
商品シリーズです。

一筆箋　500円、
ポチ袋セット（5枚入り）　350円

白根大凧もよう おりがみ
白根大凧合戦に出場する13組の凧を
モチーフとした『白根大凧もよう』。外国人
の方にもお土産としてご利用いただける
よう、日本らしいおりがみにしました。

おりがみ（16枚入り）　500円

一 筆 箋
ちょっとしたメッセージを伝えるのにぴったりの一筆箋。
錦鯉もようは表紙に小国和紙を、椿もようとささもようは本文
にコシヒカリ紙を使うなど、紙も地元産にこだわっています。

錦鯉もよう　700円       椿もよう、ささもよう　各400円

にいがたもよう　商品ラインナップ
now 

on s
ale

　
〒950-8724
新潟市中央区和合町2-4-18
http://www.dip.co.jp

お電話か
メールで

女子企画チーム 第一印刷所グループ企業に所属する女性スタッフによるマーケティング集団。
印刷物の企画制作はもちろんプロモーション企画・運営、店舗運営、出版・商品開発、メディ
アコンテンツ企画・制作など様々なプロジェクトに携わる約 150 名が集結しました。
チーム名 d’onna( ドンナ ) はイタリア語で「女性」のこと。消費の約 8 割を動かすのは女性
といわれる中、女性の感性と企画力を活かしたサポートを実践しています。

商品企画・販売促進／人材育成
サポート／プロモーションなど
●お問い合わせ
　TEL.025-283-6222   担当／小林

サポー
ト

内容

025ー283ー6222 info@dip.co.jp

Facebookで
情報発信中！



佐渡汽船
株式会社様
×

d’onna 「佐渡をＰＲして盛り上げたい！」そんな思いで、佐渡汽船ＰＲ推進室の

メンバーの皆さんが、ＳＮＳで情報発信をしたり、船上イベントを開催したりしています。

その活動の中で、「船のデザイングッズを開発したい」ということで、d’onnaも一緒にディスカッション

していきました。女性目線ならではの”心がときめくようなかわいい”グッズがお客様からも大好評です。

「かわいい！ほしい！と手に取ってもらえる乗船の記念グッズを作り
たい」という思いから佐渡汽船(株)の女性チーム、ＰＲ推進室様
とd‘onnaメンバーでオリジナルグッズを開発しました！

佐渡汽船
オリジナルグッズ開発

佐渡汽船オリジナル
ポストカード

佐渡汽船オリジナル
“ジェット”ストリームボールペン

佐渡汽船オリジナル  ときわ丸お菓子BOX　　880円
※現在ときわ丸船内売店でのみ取扱っています。

「いちご・佐渡番茶・ココア」の3種類の味が入ったビス
コッティのお菓子BOXです。「ときわ丸」の形を忠実に再
現するため、パッケージの細部にまでこだわりました。船
の形がお子さんに大人気で、お孫さんへのお土産として購
入してくださる方も多くいます。ビスコッティは佐渡市にあ
る福祉施設『チャレンジド立野』のみなさんが心を込めて
つくっています。
原材料にもこだわり、佐渡産の米粉と牛乳、新潟県産のた
まご、さらに、いちごと番茶も佐渡産のものです。てんさい
糖やアルミニウムフリーのベーキングパウダー使用で、お
子様にもおやつに食べてもらいたい安心安全なビスコッ
ティです。

「うみとふね」（左）「トキめくふね」（右）
の2つのデザインが登場！

「トキめくふね」の「トキ」は朱鷺色にか
かっていて優しいピンク色です。
当初、どちらか１つのデザインになる
予定だったのですが、デザインを見た
PR推進室様から「どちらもかわいくて
選べない！どちらも採用で」というあり
がたいお声をいただき、2ラインでの
デザイン展開になりました。

マニアの方必見！ 書き心地に定評のある
「ジェットストリーム」に佐渡汽船公式の
「ジェットフォイル」のロゴが入ったボール

ペンです。「青」「黒」「薄紫」の3色を展開。
（※インクの色は全て黒です。）

「 お け さ 丸 」「とき わ 丸 」「 あ か ね 」
「すいせい」「ぎんが」「つばさ」の迫力
あるポストカード。どの船も美しくかっ
こよくて全種類集めたくなります！

 各110円  各220円

佐渡汽船オリジナル
B5クリアファイル 各165円

佐渡汽船オリジナル
ポストカード 各110円

佐渡汽船オリジナル
マスキングテープ 各330円

販売
場所

佐渡汽船株式会社PR推進室　TEL 025-245-7001
〈お問い合わせ先〉

佐渡汽船新潟売店・両津ターミナル売店・
両津待合室売店・ときわ丸船内売店・
おけさ丸船内売店・あかね船内売店

d’onna目線による“新潟の旬な情報”をお届けするコーナー。
女性をキーワードにした商品やサービス、女性が活躍している企業や取り組み等をご紹介します。

今回の

Report 今回は燕市にある藤次郎株式会社のプロダクトデザイナー長野美鳳さんに、
女性向け商品の開発と、プライベートでの活動についてお話を伺いました。

藤次郎株式会社　長野美鳳さん　営業部 企画開発課 主任
なが   の　 み     ほとう　 じ    ろう

イマコレにいがた
レポートReport

　藤次郎株式会社様は、包丁・調理用品・機械特殊刃物

の製造販売を行っています。長野さんは同社のプロダクト

デザイナーとして入社。初めて商品開発をすることになっ

た際、ふと思い出したのが、あるせつない経験。それは

ネイルをしている爪をピーラーで傷つけてしまったこと。

この問題点を解決できるピーラーを作ろう！と試行錯誤の

日々が始まりました。

　ピーラーはあらゆる商品が発売されている市場だった

ため、「かなりニッチな部分を狙った」という長野さん。

コンセプトは「コスメを手に取る時の高揚感をキッチンに

も」とし、口紅のような見た目の縦型ピーラーを開発しま

した。縦型にすることで爪に刃があたりにくく、ネイルを

楽しむ女性の手にやさしい商品になりました。

　プライベートでは、女性3人でつくるグループ「農業

Crew（クルー）」としても活動中！　ビーツやコリンキー

など流通の少ない野菜を作っています。

　「作って売るだけではなく、口に入れるまでをプロ

デュースしたい」。そんな思いからイベント企画など

様々な取り組みを行っています。公私ともに活躍する

長野さんに注目です！

リップピーラーは3色展開、各1,500円（税別）で販売中。
女性へのプレゼントとして人気が高い。

三条市栄地区の農家に生まれた幼なじみで結成
された「農業Crew」。長野さんは写真左。

　初めての商品開発ということで「手探りの中で進めて

きた」という長野さんですが、「可愛くて使いやすい」と

お客様から好評を頂いているとのこと。今後は「ルーツ

のある包丁」をプロデュースしたいと笑顔で豊富を

語っていただきました。

プライベートでは農業！
口に入れるまでをプロデュース中

パッケージに
こだわりました！

女性の調理を、もっと楽しく華やかに。

「Kitchen Bijou リップピーラー」開発秘話
キッチン ビジュー
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