


ロフトワークは、オープンコラボレーションを通じて
Web、コンテンツ、コミュニケーション、空間などをデザインする

クリエイティブ・エージェンシーです。
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FabCafe Hida オープン
バイオラボオープン

FabCafe Kyoto, Monterrey
オープン
100BANCH オープン
ロフトワーク香港
MTRL HongKong スタート

AWRD.comスタート



LOFTWORKERS

社員数102名（2018年1月現在）のうち
約半数（46名）がディレクター。
平均年齢は34歳。



LOFTWORK BUISINESS AREA

Creative 
Service

年間約500件の
クリエイティブプロジェクト

40,000人以上の
クリエイターネットワークと

クリエイティブ拠点

loftwork.com



Loftwork Creative 
Community & Platform



東京発、世界へ広がるクリエイティブネットワーク

FabCafeは、新しいものづくりの未来を生み出すクリエイティブコラボレーションのハブとして、2012
年3月渋谷にオープンして以来、飛騨・京都・台北・バンコク・シンガポール・バルセロナ・トゥー
ルーズ・ストラスブール、モンテレィと、世界6カ国、10ヶ所にグローバルなクリエイティブネット
ワークを展開しています。
さらに“素材”と向き合うクリエイティブラウンジ「MTRL（マテリアル）」は、現在渋谷、京都、香港に
展開中。



FabCafe 世界中で広がっている「ものつくり革命」のムーブメント、“FAB”。
2012年3月、最初に東京・渋谷にオープンしたFabCafeは、その”FAB”
スピリットを楽しく、おいしく、わかりやすく、そして広めていく
場所です。カフェという空間に、レーザーカッターや3Dプリンター
等を設置。クリエイティブなコ・ワーキングスペースとしても利用
され、企業との様々なコラボレーションも生まれています。

fabcafe.com



デジタルファブリケーション領域の優れた挑戦を表彰するグローバルク
リエイティブアワード「YouFab Global Creative Awards」を2012年よ
り毎年開催。2017年度は、26カ国から合計227作品が集まりました。グ
ランプリは、アメリカのバイオアーティストであるエイミー・カールの
作品「Regenerative Reliquary」が受賞しました。3Dプリンターとヒト
の幹細胞で作られた人間の手です。

YouFab
Youfab.info



MTRL KYOTO/
FabCafe MTRL

「MTRL KYOTO（マテリアル京都）」とFabCafe MTRLは、ユ
ニークな「素材」と、デジタルファブリケーションマシンを
常設し、クリエイターから法人、自治体まで、コラボレー
ションしながら新しい価値を生み出すクリエイティブラウン
ジです。渋谷のFabCafe MTRLにはバイオラボが設置され、
バイオテクノロジー領域の理解を促すコミュニティ
活動も行われています。
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Loftwork
Hong Kong



2015年、台北にロフトワーク台湾を設立。
アジア圏を対象にしたデジタル領域のプロジェクトや、グ
ローバルに展開する統合されたクリエイティブソリューショ
ンを提供します。

Loftwork
Taiwan



2015年4月飛騨に飛騨市と株式会社トビムシ、そしてロフトワークで設立。
ヒダクマは、森林再生とものづくりを通じた地域産業創出に向け、新しい
形の官民共同事業を目指します。飛騨の豊かな地域資源を生かした木製製
品の加工・販売のほか、宿泊機能付きのデジタルものづくり拠点「FabCafe
hida」も運営。デジタル技術を駆使した組木データアーカイブや、企業向
けの合宿事業も展開します。

飛騨の森でクマは
踊る（ヒダクマ）



BioClub
“Bio is a new degital”―これからのビジネス領域で欠かせないキーワード、バ
イオテクノロジー。FabCafe Tokyo内に今秋バイオに特化した実験＆Fab施設
「バイオラボ」を新設。専門家や市民が一体となって、バイオテクノロジー
の可能性を探求するオープンなコミュニティ「BioClub（バイオクラブ）」の
活動を有志で行っています。音楽家やくしまるえつこの、遺伝子組換え微生
物を媒体にした楽曲『わたしは人類』の展示でも話題に、アルス・エレクト
ロニカ「STARTS PRIZE」日本人初グランプリを受賞しました。

opencu.com



登録クリエイター数： 25,000 人

AWRD.COM

提供サービス

・クリエイター向けWebポートフォリオ機能

・ユーザー間のコミュニケーション機能
・デザインコンペ企画・運営

・クリエイター向けイベント企画・開催

クリエイターとの化学反応を創出し、
イノベーションを加速させるアワード/ハッカソンの
コミュニティ



OpenCU クリエイティブやビジネスに関する「学びあい」を促進するために、
ユーザーが企画したイベントを開催し交流することができる「知恵と
知恵をつなぐプラットフォーム」です。
渋谷を中心に毎月7～8回のイベントを開催、登録者数は約7,000人。opencu.com



OUR SERVICES 

UXデザイン 空間デザイン新しい価値のデザイン

あらゆる業界の大規模ウェブサイ
トのCMS導入、ランディングペー
ジの制作。サイトの他言語化、ス
マートフォン対応、既存システム
との連携など、豊富なWEB制作の
経験からサポートします。

イノベーションを起こしたい。新
しい価値を創造したい。それぞれ
の想いと持ち物を見つめ直し、問
い直すところから、新たな価値発
見の旅は始まります。ロフトワー
クはその旅と実験を共にし実現す
るお手伝いをします。

FabCafeやKOIL等、ロフトワーク
の空間デザインプロデュースは、
自社の実験で得たノウハウをベー
スに、各種専門分野のクリエイ
ターとチームを組んで提供します。



500Projects a year



新しい価値のデザイン新しい価値のデザイン



2017年7月、渋谷南街区に、次の“100年”を築くための実験施設「100BANCH
（ヒャクバンチ）」がオープン。 100BANCHは、2018年に創業100周年とな
るパナソニックの100周年事業を背景に誕生、公募で選ばれた「これからの
100年を築いていく」多様なプロジェクトチームが入居し、それらのプロジェ
クトを実行する拠点として、またイベント開催や展示・発表の場として利用
されます。ロフトワークは、全体のプロデュースから空間設計、プログラム
の運用などを行っています。

100BANCH
(パナソニック）
http://100banch.com/



触覚に基づく新たなデザイン領域「HAPTIC DESIGN」を開拓するプロジェ
クト。見る・聴くデザインから“触れるデザイン”へ。身体を通じてヒトと
世界をつなぐ「触覚」のデザインによる新たな価値創造にチャレンジしま
した。ロフトワークでは、コンセプト策定からメディアの企画・運営、イ
ベントの開催やHaptic Design Awardの実施を行いました。
※ JST ACCEL（科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業）「身体性メディア」プロジェクト主催

HAPTIC DESIGN 
Project
http://hapticdesign.org/



SIBUYA HACK PROJECTは、渋谷の都市空間を素材に、クリエイティブな意欲
を持つ地域住民やクリエイターの「もっと、こうしたい」というエネルギー
を遊ぶように形にしていく社会実験プロジェクト。
タクティカルアーバニズムの概念をもとに、渋谷をストリートから変える新
しいまちづくりに挑戦中。今も渋谷を舞台にした実験が継続中。

SHIBUYA HACK 
PROJECT
（東急電鉄）
http://shibuyahack.com/



オリンパスのオープンプラットフォームカメラ「OLYMPUS AIR」
は、SDKや3Dデータといったツールを用意。このカメラを通して、
デベロッパーやクリエイター、ユーザと共に新しい写真体験を開拓
していく「OPC Hack & Make Project」をスタート。ユーザーリサー
チ、コンセプト開発、プロジェクトデザイン、Web、イベント、SNS
での情報発信などを通して製品発売前の段階から幅広く支援しまし
た。

OPC Hack &Make 
Project
(オリンパス）
 https://opc.olympus-imaging.com/



京都の半導体・電子部品メーカー、ローム社とともに、アイデア
コンテスト “ROHM OPEN HACK CHALLENGE” を企画・実施。デ
バイス体験イベント、Webコンテンツ運営、そして
「CEATEC2016」＠幕張メッセでの優秀作品展示など、全国を飛
び回りつつ立体的なプロモーションを展開しました。

ROHM OPEN HACK
CHALLENGE
（ローム）
http://deviceplus.jp/rohmhack/



MORE THAN 
PROJECT
（経済産業省）
http://morethanprj.com/

日本発の商材・サービスを海外へ届けたい中小企業×プロデュースチームの活動
を支援するプロジェクト。公募で採択されたプロデュースチームには、経済産業
省「JAPANブランドプロデュース支援事業」の補助金が交付、情報発信や販路開
拓などのサポートが提供されます。ロフトワークは、本プロジェクトの事務局
（企画・運営）を3年連続で務めました。国の補助事業のあり方を再構築し、
「経済産業省クリエイティブ産業課の代表事例」とまでいわれるように。



KENPOKU ART 
2016
（茨城県）
https://kenpoku-art.jp/

コミュニケーション戦略をはじめ、公式Webサイト、サイト内コンテン
ツ、オフィシャルグッズや特産品の芸術祭限定パッケージ、駅や施設の
サインなど各クリエイティブ・ディレクションを担当。ロフトワーク代
表の林千晶がコミュニケーション・ディレクターを務め、芸術祭参加作
品を選出する国内初の取り組み「KENPOKU Art Hack Day」の開催など新
しい芸術祭のあり方を提示しました。



東京から約1900km離れた沖縄県・石垣島の魅力をデザインの力で再発見す
るプロジェクト。3年間のプロジェクトでは、名産品、旅プランのリデザイ
ンを経て、「島の物語を編み直す」をテーマに新しい観光ガイド
「ISHIGAKI NOW」を公開。3年間のプロジェクトがこれからも自走するた
めの仕組みを構築しました。リデザインされた名産品はGolden Pin Design 
Awardなど、数々のアワードを受賞しています。

USIO DESIGN
PROJECT
（石垣市）
http://usioproject.com



諏訪地域を「技術の里」 としてブランディングし、 継続的に外部企
業、人材の呼びこみを目指して諏訪デザインプロジェクトはスター
ト。ロフトワークは諏訪デザインプロジェクトの企画運営を務め、ク
リエイティブ人材を中心としたプロジェクトチームを立ち上げ、諏訪
市に拠点を置く事業者をサポート。その第一弾として、「曲げる」
「磨く」「光る」の3つのストーリーで伝えるコト作りを実施しまし
た。

諏訪デザイン
プロジェクト
（諏訪市）
https://www.japan-minute.com/



「高齢化・高齢社会」をテーマに、東京・吉野・成都（中国）の3都市
で実施したリサーチ結果を「高齢化にまつわる基礎調査報告書」として
公開。約170名から生活動向・思考を丹念にヒアリングし、ライフス
テージの再定義や高齢者像の分類などを通じ、新たなプロダクトやサー
ビスを考え得る機会領域を描き出しました。
※報告書は全て公開され、誰でもダウンロードできます。

高齢化にまつわる
基礎調査報告書
（経済産業省）
http://loftwork.jp/news/2017/02/2017020
6_designresearch.aspx



資生堂未来創造局のパートナーとして、社内変革と「100年先の美しい
生活文化をつくる」新規事業創出を全面的に支援。アイデア考案のワー
クショップを開催し、全社員からビジテスアイデアを公募。選出チーム
と共にMTRL KYOTOやFabCafe Hidaで集中合宿を開催するなど、プログ
ラムの全体設計から実施まで協働。

新規事業提案
制度
（資生堂）



一般消費者向けのPCを開発・販売するNECレノボと共に、「10年後の
コンピューティング体験」を思い描くプロジェクト。感性豊かなクリ
エイターたちを集めたアイデアソンを実施、そこで生まれたアイデア
の種を元にコンセプトブックを制作しました。作画にアニメ監督を迎
え、10年後の世界をアニメーションのラフ画で表現しています。

未来のコン
ピューティング
体験を描く
(NECレノボ）
http://www.loftwork.jp/event/2016/20160
610_designfictionsws/report.aspx



XSは、顔の浮かぶあの人の幸せを考えることからはじまる、ロフトワー
クが実践する新しいプロジェクト。ボトムアップで「XSサイズ」のデザイ
ンや課題解決のアクションをし続け、都市や自分たちの生活ひいては社会
の仕組みを変えていこうという試みです。「電車の中の悩みごと」をテー
マに、妊婦や病気を持った人たちと実際に対話を繰り返しながら、XSス
ケールのプロトタイプをつくるハッカソンを開催。そこから生まれたアイ
デアが現在プロトタイプとして試作中。

XS
https://medium.com/xsdesign



SPACE DESIGN



LOFTWORK
COOOP 3
イノベーションを生む
プロジェクトのための空間

COOOPはロフトワーク渋谷オフィスの自社空間。
50以上のプロジェクトを同時並行で実施しているロフトワークが「ウォー
ルーム」「プロジェクトオフィス」という概念を空間に体現しました。プ
ロジェクトごとに期間限定のスペースとして使われ、クライアントもデザ
イナーも、関わるメンバーはいつでも集まり、議論し、プロトタイプし、
プロジェクトを一気通貫で共創することができます。また、感触の未来を
デザインする「Haptic Design プロジェクト」、世界的な市民科学プロジェ
クト「Safecast」ともコラボレーションしています。



LOFTWORK COOOP 10

LOFTWORK
COOOP 10
空間デザインを通じた
新しい働き方

COOOPはロフトワーク渋谷オフィスの自社空間。
空間デザインを通じて、新しい働き方の実験をしています。壁の仕切りが
一切なく、植物やホワイトボードなどで、各自が緩やかにゾーニングする
ことができ、昼はミーティングスペース、夜はイベント会場になったり
と、時間帯、曜日によって場所の使われ方が変わります。多様な表情を
持った空間のデザインを実現しました。



新たなイノベーション創造拠点として期待される日本最大級のコワーキン
グスペース「KOIL（柏の葉オープンイノベーションラボ）」が、千葉県柏
の葉に誕生。ロフトワークは、空間、サービス、Webを統合的にプロ
デュースし、コミュニティを活性化するための“場”のあり方をデザイン。空
間と人、人と人の接点を含めて、エクスペリエンスのデザインにコミット
し、そこに新しい価値を生み出すことを目指しました。2015年度のグッド
デザイン賞受賞。

KOIL
（三井不動産）



富士通ソリューションスクエア内に「FUJITSU Knowledge Integration Base 
PLY」を開設。PLY（プライ）は異業種企業や地域との連携により、アイデ
アを生み出してオープンイノベーションの場をを提供する施設です。
ロフトワークは、PLYのグランドコンセプトデザイン、空間設計・インテリ
アデザインのディレクション、プロモーションのための映像・プレイブッ
ク・各種プロモーションツールの制作を支援しました。
2016年度のグッドデザイン賞受賞。

FUJITSU
Knowledge 
IntegrationBase

PLY



2016年4月、パナソニック株式会社は、共創型イノベーションの実践を目的
に、「Wonder LAB Osaka」をオープン。ロフトワークは、ワンダーラボ大
阪のグランドコンセプトデザイン、空間設計・コンセプトに合った家具や
什器のデザインディレクションとインストール、プロモーションのための
プレイブック制作やイベント企画運営のサポートなど、構想段階からソフ
トとハードの両方向で空間づくりを行いました。

Panasonic
Wonder LAB
Osaka



クアラルンプールに日本の価値を伝える新店舗「ISETAN The Japan Store 
KualaLumpur」がオープン。さらにレーザーカッターと3Dプリンターはも
ちろん、全自動刺繍ミシンやラテックスプリンターも備え、様々なプロト
タイピングを可能とするマレーシア初のスペース「FabSpace」ができまし
た。FabCafeでは、このスペースのコンセプト策定、空間設計、コンテンツ
設計と制作、導入するデジタルファブリケーション機器の選定、FabCafeの
グローバルネットワークを利用したリクルーティング、現地スタッフのト
レーニングなどトータルプロデュースしました。

Fab Space
(伊勢丹クアラルンプール）



クリエイターへ向けてマイクロソフトのハイエンドPC「Surface Book」の
体験キャンペーンを実施。FabCafe店頭にSurface bookの体験ブースを設置
し、クリエイティブワークの体験メニューを展開。冊子やパネル制作、店
内装飾や、アンケートの実施までトータルプロデュースを行い、大成功を
収めました。

Surfacebook
Campaign 
(日本マイクロソフト）



WEB、デジタルコンテンツデザイン



ブランディング戦略のプラットフォームとしてWebサイトをリ
ニューアル。10部課へのインタビューと競合調査から制作軸をあ
ぶり出し、構造設計とデザインを刷新。またメディアサイトとし
て記事コンテンツを強化することで、多様なユーザーへ膨大な情
報を有効に発信できる新しいWebサイトの構築を実現しました。http://www.rikkyo.ac.jp/

立教大学



オフィス空間デザインなどを手掛ける岡村製作所と共に、これからの「は
たらく」を考えるメディア『WORK MILL』をスタート。既成概念を疑い新
たな視点で「見る」、そこから新たな価値を挽き出す「Mill（挽く）」2つ
の意味が込められたメディアサイトを発信中。

http://workmill.jp/

WORKMILL



シンプルな情報構造と、あらゆるデバイスに最適化したりキッドデ
ザインによって、使いやすく分かりやすいことを第一に構築。ビ
ジュアルを基軸として、情報を多面的に見せられるWebサイトに
リニューアル。

ベネッセ
アートサイト直島
http://benesse-artsite.jp



メインWebサイトに加え、付随するサイトのフルリニューアルを実
施。教員や学生へのインタビュー、職員とのワークショップなどを
行い「横浜市立大学＝ヨコハマ×グローバル×緑豊かなキャンパ
ス」というコンセプトを導き出した結果「地域への貢献とグローバ
ルに活躍できる人材を育てる」というテーマが伝わるサイトに。http://www.yokohama-cu.ac.jp/

横浜市立大学



ITソリューション企業のWebサイトをリニューアル。「ら
しさ」を表現するブランディングの再構築を目指し、初期
段階からライターやデザイナーを巻き込んで、幹部から社
員までインタビューを実施。抽出されたインサイトを元に
テクマトリックスという「企業のペルソナ」を作り上げ、
Webサイトの新しい顔づくりにつなげました。http://www.worksap.com/

テクマトリックス



立命館大学のフ��ランテ��ィンク��戦略を実行するフ��ラットフォームの確立
を目的として7年ぶりにリニューアル。
10部課へのインタビューと競合分析をもとにしたリニューアル方針の策定
を行い、メディアサイトを目指した記事コンテンツの強化を実施しまし
た。さらに大学サイト及び法人サイトの日英言語、課外活動など含め3サイ
トを同時に一新しています。

http://www.ritsumei.ac.jp/

立命館大学



株式会社ワークスアプリケーションズのグローバルサイトを構築。
英語・中国語のWebサイトの情報設計/コンテンツ企画/制作コーディング
/CMSテンプレート開発を実施。製品をシンプルに分かりやすく伝えるため
に、インフォグラフィックスによる説明ページを作成。海外を意識して
Webのトレンドと分かりやすさの両面からこだわったコンテンツを作成し
ました。

http://www.worksap.com/

ワークスアプリ
ケーションズ



マンダム、オリンパス、オムロン、芝浦工業大学、学習院女子大学、三井不動産、富士通デザインフ
ジテレビジョン、パソナ、Z会、アミタHD キリン、日本製粉、文部科学省、経済産業省、さいたま

市、石垣市…ほか多数
http://www.loftwork.jp/case



カスタマー・ジャーニーマップによる顧客接点を横断した体験のデザイン

UX DESIGN



Softbank
Robotics

Pepper Developer UX Principles PLAY BOOK

Pepperデベロッパーの体験向上を目指したUX5原則を策定。ユーザー調査
からペルソナ設定、カスタマージャーニーマップ作成、ワークショップを
通して、コアコンセプトを開発しました。
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統合
マネジメント
［目的・目標］

コスト
マネジメント
［予算］

スコープ
マネジメント
［制作範囲］

品質
マネジメント

コミュニ
ケーション
マネジメント

人的資源
マネジメント
［ＰＪメンバー］

ステーク
ホルダー
マネジメント

調達
マネジメント
［契約関係］

リスク
マネジメント

［心配事への対策］

PMBOK 10の知識エリア

タイム
マネジメント
［スケジュール］

PROJECT MANAGEMENT



WORKSHOP



WE BELIEVE 
POWER OF
OPEN COLLABORATION





株式会社ロフトワーク (Loftwork Inc.)

創業者：代表取締役社長諏訪光洋、代表取締役林千晶
役員：取締役兼CMO 矢橋友宏
監査役：岩瀬吉和（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
従業員数：約100名
設立：2000年2月17日
資本金：26,875,000円
主要株主：諏訪光洋、林千晶、伊藤穰一 他
拠点：
・渋谷オフィス〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-22-7 道玄坂ピア
・京都オフィス〒600-8119 京都府京都市下京区富小路通五条下ル本塩竈町554
関連会社：
・FabCafe Tokyo
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-22-7 道玄坂ピア1F
・ロフトワーク台湾（Loftwork Taiwan Inc.）No. 89, Section 1, Zhonghua Road, Zhongzheng District, Taipei City 100,Taiwan.
・株式会社飛騨の森でクマは踊る岐阜県飛騨市古川町本町2-22
連絡先TEL：03-5459-5123（渋谷オフィス） / 075-708-2015（京都オフィス）FAX：03-5489-6667
MAIL：info@loftwork.com

取引先：
アクセンチュア株式会社／株式会社アシスト／イオンモール株式会社／石垣市役所／株式会社NHKエデュケーショナル／株
式会社オーディオテクニカ／株式会社岡村製作所／オムロン株式会社／オムロンヘルスケア株式会社／オリンパス株式会社
／株式会社加賀屋／カシオ計算機株式会社／株式会社カプコン／国立大学法人京都大学／キリン株式会社／経済産業省／学
校法人工学院大学／学校法人産業能率大学／一般社団法人Jミルク／学校法人芝浦工業大學／セイコーホールディングス株式
会社／株式会社セールスフォース・ドットコム／株式会社Z会／株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント／株式会
社タナベ経営／株式会社ちふれ化粧品／株式会社デンソー／東映株式会社／株式会社東芝／株式会社日建設計／野村證券株
式会社／株式会社野村総合研究所／株式会社パソナ／パナソニック株式会社／株式会社ブリヂストン／マカフィー株式会社
／マルホ株式会社／三井不動産株式会社／株式会社三越伊勢丹ホールディングス／学校法人明治大学／文部科学省／ヤフー
株式会社／ヤマハ株式会社／株式会社ワークスアプリケーションズ／他


