
リテールブランド開発に関する作品をご紹介いたします。

テスコ（英国）	 page	14	
テスコ・ファイネスト（英国）	 page	24	
フレッシュ＆イージー（米国）	 page	34	
セイコーマート（日本）	 page	42	
テスコ・ジャパン（日本）	 page	48	
アスクル（日本）	 page	50

敬称略

our work
THAT HAS EMPOWERED
OUR BUSINESS PARTNERS
作品のご紹介
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私たちは1987年に設立以来、英国ナンバー１の小売企業・テスコのために革新的なデザインソリュ
ーションを創り出してきました。標準ブランドからオーガニック、フリーフロム、健康商品にいたるま
で、デザイン賞受賞のパッケージや店頭販促物のデザインソリューションを何千も生み出すことに
成功してきました。

各カテゴリーの特性を生かして一点一点丹念に作られ、明確なメッセージと組み合わせた人目をひく
デザインは、その分かりやすさと魅力で消費者の心を捉えます。撮影のスタイリングから手書きのレタ
リングまたはキャラクター作成にいたるまで、細心の注意を払い、妥協のない技術を提供しています。

present day1987

Our work for:

14 • CLIENT • TESCO
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16 • CLIENT • TESCO

TESCO INGREDIENTS
テスコの調味料シリーズ
2006年のデザインですが、ちょうど英国の食事情が大変豊かに、グルメ
になってきた時期でした。それぞれの調味料を用いたレシピを施し、情報
伝達という機能性目的に加えて審美眼を備えた繊細なデザインで、キッチ
ンに飾っておきたくなるようなエレガントな商品に仕上げました。



17CLIENT • TESCO •

TESCO TORTILLA CHIPS
テスコのトルティーヤ・チップス
各商品のフレーバーと「メキシコらしさ」を、ウィットをきかせて表現しまし
た。シリーズ全体に共通するキャラクターとして、太った無法者バンディー
ト(Bandito)を創り、それぞれのフレーバーに結び付くようなユーモラスな
「アイデア」をちりばめました。例えば、「クール味」のバンディートはアロ
ハシャツにサングラス姿で手には携帯電話、「チリ味」には水の入ったボト
ルを持ち、消火器が描かれています。強い色使いが、店頭で消費者により
大きなインパクトを与えます。



18 • CLIENT • TESCO

TESCO SPANISH ORANGE JUICE
テスコのスパニッシュ・オレンジジュース
ジュース売り場は、常に競争の激しい場所です。リテールブランドは、トロ
ピカーナのような大手ブランドが持つマスコミ等の宣伝媒体を持たない
ため、特に努力を強いられています。
テスコは、新商品のスペイン産オレンジジュースで、差別化を図りました。
果肉なしと果肉入りの２種類が「繋がり」、店頭でひときわ目立ちます。	



19CLIENT • TESCO •

TESCO BREAKFAST CEREALS
テスコのブレックファースト・シリアルバー
近年の消費者ライフスタイルの変化と流行により、商品構成がばらばらに
なっていたカテゴリーの商品多数を、合理的な戦略のもと、シリーズとし
て総括的に一新しました。私たちのデザイン策は、カラフルでそれぞれの
商品が魅力を持ち、かつシリーズとしての統一感を保つものでした。売り
場でのまとまった視認性が強化された好例です。



20 • CLIENT • TESCO

TESCO FRESH SOUP
テスコのフレッシュスープ
英国では、常温保存の缶詰やフリーズドライの粉末スープは今や時代遅
れで質の低いものと考えられ、健康的であるフレッシュなチルドスープが
消費者の大きな興味を集めます。
定番フレーバー15種に鮮やかな水彩画をふんだんに使ってデザインし、
また、こちらの季節限定品も、一つ一つビスポークに仕上げました。



21CLIENT • TESCO •

TESCO TEX-MEX RANGE
テスコのテックス・メックス・シリーズ
カテゴリーを超えて非常に大きなスケールで応用可能なデザインシステ
ムが求められたプロジェクトです（一部のみ掲載）。
テックス・メックスといえば楽しくカジュアルなダイニングシーンです。	
その雰囲気を演出するために、カラフルな文化的ビジュアル要素を使い、
料理またはその食材に適応させつつ異なるカテゴリーを通した連続性を
実現させました。



22 • CLIENT • TESCO

TESCO ORGANIC RANGE

BEFORE

テスコのオーガニック・シリーズ
こちらは2005年のデザインですが、それ以前の単純明快なデザインを
進化させた作品群です。テーマカラーとともに、アプローチしやすい親近
感を継続し、新たに栄養に関する利点を表記することを取り入れました。	
フレッシュで健康にも良さそうな自然食品らしく、店頭で競合ブランドに
負けない視認性に優れています。



23CLIENT • TESCO •

TESCO FREE FROM
テスコのフリーフロム・シリーズ
急速に市場が拡大している分野である「フリーフロム」（アレルゲン除去）
商品は、アレルギー疾患者に重要な情報を伝達することが第一ですが、	
同時に魅力的でなくてはなりません。50品以上に上るテスコのシリーズ
は、鮮やかでわかりやすく、店頭で見つけやすいデザインとなっています。



Our work for:

24 • CLIENT • TESCO FINEST

テスコのプレミアム・リテールブランド「ファイネスト*」は、SKU1,500以上から成る、年間売上	
14億ポンド（約2,000億円）以上を誇る英国最大のグロサリーブランドです。私たちは、1998年の	
ファイネストブランド発足時より、このブランドのアイデンティティ構築に携わってきました。（P＆W
は発足から15年間、当ブランドを一任されてきましたが、現在経営再建中にあるテスコの方針によ
り、2013年からは複数のデザイン会社と共同で開発しています。）

現在英国の（または世界中の）食品小売企業の殆どによって採用されている「リテールブランド三階
層原則（グッド・ベター・ベストの価格帯構成）」は、テスコが他社に先駆けて取りまとめた構想です。
徹底した消費者視点で考えた小売業の新しい哲学を生み出し、同社は、「必要だから行く店」から、	
「テスコへ行く」と選択される店へと大変貌を遂げました。

present day1998



25CLIENT • TESCO FINEST •

ブランド初登場

原産地をアピール

カテゴリー間の差異化
商品そのものが主役に

食材と「食」を重視

包装形態の改良に挑む

「食」へのこだわりをより強調

自然光をとりいれた写真を導入

フレキシブルなデザインへ移行 手作り感を強調させた 
ビスポークなデザイン策

ファイネスト*	パッケージデザインのあゆみ
TESCO FINEST* PACKAGING

ファイネスト*のアイデンティティはその発足当初からシルバーと
黒を基調に確固としたものでしたが、現在ではこの装いが同ブ
ランドの「DNA」となり、店内での高い視認性を備えています。競
合ブランドを常に一歩リードし、トレンドに沿うよう、私たちは過
去10段階にわたって、ファイネスト*を進化させてきました。常に

同ブランドの擁護者として、家庭用品など非食品にいたるまで、	
ファイネスト*と呼ぶにふさわしいルックスを定義づけてきまし
た。また、そこに辿り着くまでには、このブランドが持つあらゆる資
産価値の厳重なパラメータ設定と、ブランドガイドラインに沿った
デザインとアートワークの綿密な管理が余儀なくされました。



26 • CLIENT • TESCO FINEST

FINEST* PASTA & OLIVE OILS (2010)
ファイネスト*のパスタとオリーブオイル（2010年）
上質な食材の写真をラベルデザインの主体とすることで、高級感のある商品	
イメージを醸し出すとともに、同ブランドのために開発したフォントが他の商品
との差別化に役立つなど、パッケージのあらゆる要素にこだわっています。

FINEST* CHOCOLATES (2010)
ファイネスト*のチョコレート(2010年)
この最高級スイスチョコレートのデザインも、ブランド進化の一つを表していま
す。風化した木箱の背景が、カカオ豆のエキゾチックな起源とカカオの持つ財産
的価値を伝えています。明るい色使いが、全般的に暗く控えめな他社商品との差
別化を図る事に成功し、商品を見分けるのに一役買っています。
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ファイネスト＊	2013年リブランディング
2013年、ファイネスト*は15年の歴史において最も革命的なリニュー	
アルを成し遂げました。商品の信頼性や原産地のストーリーがより
重要な意味を持ち、ブランドの独自性を損なわずに、食品に情熱を傾
ける各生産者の個性やアルチザンな品質を表現することが必要とさ
れました。基調の重点をシルバーから黒に切り替え、クラフト的要素
をふんだんに取り入れて手作り感を前面に出し、一律のデザインで
はなくパッケージ毎にデザインを変える多様な試みがなされました。	
一様性から創造性へと視点が変わったのです。続くページでは、この
デザイン進化での商品をご紹介します。

FINEST* REDESIGN 2013

CLIENT • TESCO FINEST •



28 • CLIENT • TESCO FINEST

ファイネスト＊のグラノーラ
これまでの整然としたデザイン構造から解放され、イラストや手描きの	
タイポグラフィーの導入が可能になり、デザインを通した消費者との	
コミュニケーションの可能性が広がりました。このシリアルのように、	
商品特有のオリジンを表現することがブランドの成果となっています。

FINEST* GRANOLA
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ファイネスト＊の缶スープ
商品レンジそれぞれにビスポークなデザイン策を見いだすという方針は、
お客様とのコミュニケーション力を高めるという目的を意味しています。	
缶詰のスープは、冷蔵売り場で売られている新鮮なスープと違い、好印象
を与えない常備食と捉えられがちですが、手の込んだ美しい文字とイラス
トが売り場で強い存在感を放ち、買い物客を惹きつけます。

FINEST* CANNED SOUP

CLIENT • TESCO FINEST •



30 • CLIENT • TESCO FINEST

ファイネスト＊のハーブティー
近年非常に多様化している紅茶のカテゴリーにおいては、インパクトがあ
り、スタイリッシュで、買い物客を瞬時に魅了するデザインが求められま
した。15種類のハーブティーのシリーズでは、各商品の起源や風味を表す	
コンテンポラリーな手描きのイラストレーションを起用しました。

FINEST* HERBAL TEAS
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ファイネスト＊のチルド・レディーミール
Ready-to-eat（そのまま食べられる惣菜）やready-to-heat（要加熱	
レディミール）ラインも、全体的なファイネスト*ブランドのDNAを保ちつ
つ、独自のアイデンティティーを持っています。巧みに作り上げたタイポグ
ラフィーと写真がクオリティの高さを引き出し、また、手触りのよい包材の
フィニッシュ加工もブランドの高品質な位置づけに沿うようにしました。

FINEST* CHILLED READY MEALS

CLIENT • TESCO FINEST •



32 • CLIENT • TESCO FINEST

ファイネスト＊のパーティー用冷凍食品
こちらはパーティーフードの冷凍食品です。年末年始によく利用される商
品で、高級感のあるタイポグラフィーとフードスタイリングが、季節を表
記せずともシーンを想起させ、非常に競争の激しい売り場で一際目立ち
ました。新生ファイネスト*に「デザインの柔軟性」を持たせることも重要	
でした。	
その結果として、同ブランドは、リニューアル後最初の12週間で8.7％の
成長を達成し、顧客のクオリティに対する認識とリピート購入が劇的に	
向上しました。

FINEST* PARTY FROZEN FOOD
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ファイネスト＊のアルコール飲料
ビスポークに作られた紋章や装飾模様、金銀の箔押し加工、擦りガラスや
ボトル形状など、細部まで行き届いた技巧によって、洗練された確かな高
級感とエレガンスを漂わせています。
［上段］	フルーツリキュール　
［下段左から］	
英国産ピルスナー	
スペイサイド・12年熟成シングルモルト・ウィスキー
ハイランド・12年熟成シングルモルト・ウィスキー	
フランス産熟成５年ブランデーXO	
フランス産グレーン・ウォッカ

FINEST* ALCOHOLIC DRINKS

CLIENT • TESCO FINEST •



Our work for:

34 • CLIENT • FRESH & EASY

米国西海岸拠点のフレッシュ＆イージー(F&E)は英国テスコの子会社であり、2007年、私たちは	
その新しい小売コンセプトの発足にむけてブランドアイデンティティーを創り出すという、非常に	
大掛かりなプロジェクトを委託されました。（同社は2013年に米国を撤退）

リテールブランドの発足に伴い、第一段階では6ヶ月以内に600SKUを制作、第二段階では	
更に1,400SKUを制作することが必要とされました。

この大規模なプロジェクトは、英国の名誉あるDBA	Design	Effectiveness	Award	(デザイン・ビ
ジネス・アソシエーションによるデザイン有効性大賞)を受賞しました。

Design
Effectiveness
Awards Winner



35CLIENT • FRESH & EASY •

F&E PACKAGING DESIGN
F&Eのパッケージデザイン
ブランディングとはシンプルさと明瞭性がにじみ出るものであり、
リテールブランドも、味わい深く個性を持ちながらも分かり易いこ
とが全てです。
私たちは、同社の新鮮さと信憑性、生産源を柱に商品価値を高め
た強いブランドストーリーを表現する方法を創出し、店舗内にお
ける競合他社商品はもとより、競合小売店のリテールブランドにも
負けないブランド力を実現させました。

Design
Effectiveness
Awards Winner
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F&E KIDS CEREALS
F&Eのキッズシリアル
子供は朝食用シリアルとアニメが大好き。アメリ
カのシリアル市場は、子供が夢中になる独自の
キャラクターを起用したブランドであふれてい
ます。そこで、フレッシュ＆イージーのシリアルボ
ックスをキャラクターに変身させ、大手ブランド
の煩雑なデザインとは一線を画す大胆でユニー
クなグラフィックを採用することにより、同ブラ
ンドの競争力を高めました。箱の裏には、朝食タ
イムを楽しくするゲームやパズルを掲載してい
ます。	

• CLIENT • FRESH & EASY
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F&Eのクッキークリーム
アメリカのクッキー市場は多くの場合、リテールブランドではなく大手
ブランドに支配されており、“サンドイッチ・クッキー”と呼ばれるカテゴ	
リーではその傾向がさらに強くなっていました。この分野の最大ブラン
ドに「オレオ」がありますが、一部の米小売店利リテールブランドのよう
に「オレオ」を真似るのではなく、力強いビジュアルでオリジナル商品とし
ての自信を打ち出しました。国際デザイン賞受賞作品です。

F&E COOKIE CREMES

CLIENT • FRESH & EASY •
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F&E SNACK RANGES
F&Eのスナック菓子
あらゆる小売企業にとって、スナック・菓子類は大変重要な分野です。収益
性を最大限に高めるためには、この分野での根強い人気を勝ち取るオリ
ジナル商品が欠かせません。店舗において非常に重要な存在であり競争
力が問われる分野です。私たちはこれまでに時代に合った消費者のニー
ズに応え、多数のスナック＊商品を生んできました。
*「スナック（あるいはスナッキング）」とは、いわゆるスナック菓子に加え、
ドライフルーツやナッツ、プロテインバーにジャーキーなど、小腹が空いた
時に愉しむ、あるいは有益な栄養を摂ることができるおやつを指します。

• CLIENT • FRESH & EASY
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F&E KITCHEN TO GO
F&Eのレディミール「キッチンtoゴー」
アメリカン、イタリアン、アジアン、メキシカン料理を含む、150品目もの	
シェフ開発の料理から成り立つこのシリーズは、多忙な消費者に、斬新で、
美味しくヘルシーな「テイクアウト風」ミールのオプションを提供するとい
う目的で企画されました。一人用から家族用まであり、当時これほどまで
に充実したラインアップを揃えるスーパーは他に例をみませんでした。
レストランで食事をするように、シリーズを通して何百もの組み合わせが
可能なので、料理ごと、または一品物・前菜・主菜・副菜・家族用、というよ
うに、鮮やかな色分けのシステムとロゴをデザインし、お客様が組み合わ
せしやすいように工夫しました。
このKitchen	To	Go	のシンプルで分かりやすいデザインにより、
F&Eは、複雑で分かりにくい米国の他の小売店との差別化を
図ることに成功し、他の「テイクアウト」直販店とより直接
的な競争力を持つことになりました。

CLIENT • FRESH & EASY •
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F&E ORGANIC RANGE
F&Eのオーガニックシリーズ
店頭で映える、わかりやすく視認性の高いデザインが採用されました。	
背景のグリーンに、カテゴリーによって色分けをしたタイトルの帯、シンプ
ルな写真使いが、統一感と独自性を出しています。包材にはリサイクル紙
を利用しました。

BEFORE

• CLIENT • FRESH & EASY
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F&E SEASONAL (Thanksgiving & Christmas)

F&Eのシーズナル商品
サンクスギビングとクリスマスの両シーズンを通してマーチャンダイズが
可能というパッケージデザインを創出しました。グロサリーはじめ、ベーカ
リー、インパルス、乳製品、冷蔵冷凍といった、異なるカテゴリーを通して
応用可能なデザインになっており、また広告やチラシ、ウェブサイトなどに
も展開できるグラフィックを意識しました。独特な色使いは競合他社の	
シーズナル商品と一線を画す効果があり、鮮やかで華 し々いギフト包装を
想起させます。

CLIENT • FRESH & EASY •



Our work for:

42 • CLIENT • SEICOMART

セイコーマートは、北海道を拠点に1,300店舗以上展開するコンビニエンスストアチェーンです。	
同社は2016年に「株式会社セコマ」へ社名変更し、原料生産・製造事業、物流・サービス事業、小売
事業という独自のサプライチェーンを築くグループ会社として飛躍しています。

私たちは20年以上前から、セイコーマートのリテールブランドのパッケージをデザインしてきました
（一部）。また、10年ほど前からは、パッケージ以外の分野においても、ブランド価値を的確に表現
し、なおかつ進化を続けるために、ブランド構築に関わる制作とコンサルタント業務を通して同社の
インハウスデザインチームを補佐しています。

主な業務は、①サブブランドの開発や店舗デザイン、販促物等、リテール環境におけるデザイン、	
②CIおよび会社案内など印刷物を含むコーポレート・コミュニケーションのデザイン、③デザインガ
イドラインの構築、④コンサルティング業務、⑤英国のリテールトレンド情報の提供、と幅広い範囲に	
及んでいます。

present day1997
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BEFORE:

〜お客様の声〜 
「お店が広く明るくなったように感じる。 
爽やかでフレンドリーな雰囲気になった」

「“コンビニに行く”ではなく、 
“セイコーマートに行く”と言うようになった」

SEICOMART RETAIL DESIGN
セイコーマートのリテールデザイン
2010年に総括的なブランドリニューアルを行いました。店舗外装・内装、
販促物、配送車、ユニフォームはじめ、様々なサブブランドや関連会社のア
イデンティティを開発。そして翌年2011年は、リテールブランド商品のパ
ッケージデザインの再構築に取り組みました。
このような国際的プロジェクトを成功させてきた実績は、私たちの英国	
リテール業界における豊かな経験によるものであると確信しています。今
後も慢心することなく、クライアント企業様のブランド力を最大限に引き
出すデザインを提供していく所存です。

CLIENT • SEICOMART •
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SEICOMART CORPORATE COMMUNICATION
セイコーマートのコーポレートコミュニケーション
2010年のブランドリニューアル（前ページ参照）では、リテール環境に加え、
社章やステーショナリー等様々なアイテムや各グループ会社のロゴデザイ
ンを手がけ、統一した企業イメージの創出も実現させました。会社案内は、	
「海外で通用するクオリティのものを」という同社の希望に応えるため、企業の
持つストーリーをじっくり伺い、海外デザインチームならではのグローバルな視
点で魅力を引き出し、日英二ヶ国語の冊子をロンドンで制作しました（英訳も、
最も相応しい表現になるよう監修・編集しました）。
また、長年に渡り、英国のリテールトレンドの紹介や、当社社長エイドリアン・	
ホワイトフォードによるリテール業界に関する論説を、定期的に提供しています。
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SEICOMART PACKAGING
セイコーマートのパッケージデザイン
1995年、同社は日本でいち早くリテールブランドを発足し、ワインやビー
ル、タバコ、缶コーヒー、ソフトドリンク、牛乳等のパッケージを、二社間で
協働しながらロンドンで制作しました。
そして2012年（企業ロゴのリニューアル後）、ブランド力を強化したデザ
インに刷新し、二ヶ国語のデザインガイドラインを作りました。消費者の
嗜好に合い、なおかつ同社の商品づくりに対する自信と誇りを反映させ
た独自のデザインを、常に追求しています。
（私たちが制作しているものはセイコーマートブランドのラインアップの
一部です）

CLIENT • SEICOMART •
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20102006 2011 2012

SEICOMART BEAUJOLAIS NOUVEAU
セイコーマートのボージョレ・ヌーボー
充実したワインの品揃えは、セイコーマートが展開する小売事業の真髄
と言えます。欧州の良質なワインを手頃な価格でお客様に提供すること
は、彼らの情熱の証です。なかでも、ボージョレ・ヌーボーおよびボージョ
レ・ヴィラージュ・ヌーボーは、品質とともにラベルのデザインも、お客様
が毎年楽しみにしている特別な行事商品となっています。
私たちは、10年以上にわたって、日本の消費者の好みに合わせた、様々な
趣向のラベルをデザインしてきました。
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Our work for:
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JAPAN

20年以上に渡るテスコ社との関係から、東京近郊に進出するテスコ・ジャパンのリテールブランド
発足にあたり、2009年にパッケージデザインの開発依頼を受けました。

日本市場で確固たるリテールブランドを構築するには、日本人消費者が持つ購買意欲の背景を	
十分理解し、市場を文化的またマーケティング的な面から捉えることが不可欠でした。私たちは	
英国のリテール業界での豊富な経験を生かして二ヶ国語のデザインガイドラインを作り、更にコン
セプト考案から裏面表示の写植と版下データ作成までロンドンで完成させました。
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Our work for:
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Eコマース通販会社であるアスクル社は、法人向けのオフィス・医療・介護・MRO関連用品だけでは
なく、コンシューマー向けに日用品のオリジナルや限定商品を開発するなどして魅力的なサービス
を提供し、お客様の生活を便利で豊かにしています。最新の技術を駆使し、常にお客様の要望に応
え、独自の価値を創出している先駆的な企業です。

同社は国内外のデザイナーとの共創により革新的な商品開発を行っており、法人向け「ASKUL」	
または個人向け「LOHACO」サイト限定商品を数多く生んでいます。私たちは近年、２つのプロジェ
クトのデザイン開発をさせていただきました。日本の消費者の嗜好を理解し、アスクル・ブランドの	
あり方や見え方を尊重したうえで、英国ならではの視点でオリジナリティ溢れるデザインを提案し
ています。	
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ASKUL / LUPICIA TEA
アスクル・ルピシアの紅茶
日本のお茶専門店「ルピシア」のアスクル限定ティーバッグのデザ
インです。私たちがコミッションしたオリジナル水彩画により、アー
ルグレイやフルーツティーが香り高くインフューズする印象を表現
しています。
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ASKUL CAFÉ CUBE
アスクルのスティック飲料「カフェ・キューブ」
アスクル限定の新商品は、大手飲料メーカーの味の素AGF社、伊藤園社
と共同して開発し、職場で簡単に飲み物が作れるよう、出来上がりの湯
量をそろえたスティック飲料シリーズで、オフィス環境とお客様のニーズを	
よく理解した商品コンセプトでした。
私たちが提案したデザインは、仕事の合間の気分転換になるように、カフェ	
のメニューボードをテーマにしたコンセプトです。「ほっと一息つけるお茶
コーナーを演出し、選ぶ楽しさを提供しよう」というものでした。黒いチョー
クボードという視覚的に主張の強いデザインはこれまでの同社のオリジ
ナル商品とは一線を画しますが、全く新しいコンセプトの新商品であるこ
とをインパクト強く打ち出すよう意図しました。
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