NERD,OVERCLOUDED
(Design associates & Office ）
The person in charge

Osaka Japan Associates And General Partnership 1991 Foundation

Nerd,
Over
Clouded

ナード、オーバークラウデッドでは、デザイン系実務を中心とした 25 年のエキスパート業務の
経験を生かして、みなさまにお役立ていただけるソリューションサービスを提供しております。

詳細はこちらまで

ご相談はこちらまで

http://overcloud.biz

press@overcloud.info

Design＆Direction デザインおよびディレクション業務
グラフィックおよび建築（一級建築士事務所）、インテリアを中心としたデザイン実務・デザイン管理／設計監理
ショップなど店舗を主としたトータルデザインによる計画事案（ブランディングに基づいたデザイン一元管理、デ
ザインの集中発注）
サスティナブルデザインの計画（エコシステムを取り入れたデザイン、空間計画／クリーンエネルギーシステム導
入のための計画案策定）

Duties of Planning プランニング業務
デザイン開発、デザイン提案などに関するブレーンワーク。
ストアブランディングなどに関するデザインコンサルティング
店舗展開などに関する事業モデル開発などデザイン全般に関するコンサルティング業務
ビジネスモデルの共同構築

技術転用による商品開発協力

アライアンス契約による期間継続による請負業務
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Design＆Direction デザインおよびディレクション業務

グラフィックおよび建築（一級建築士事務所）、インテリアを中心としたデザイン実務・デザイン管理／設計監理
ショップなど店舗を主としたトータルデザインによる計画事案（ブランディングに基づいたデザイン一元管理、デ
ザインの集中発注）
サスティナブルデザインの計画（エコシステムを取り入れたデザイン、空間計画／クリーンエネルギーシステム導
入のための計画案策定）

Duties of Planning プランニング業務

デザイン開発、デザイン提案などに関するブレーンワーク。
ストアブランディングなどに関するデザインコンサルティング
店舗展開などに関する事業モデル開発などデザイン全般に関するコンサルティング業務
ビジネスモデルの共同構築

技術転用による商品開発協力

アライアンス契約による期間継続による請負業務

Achievements

業務実績

これまでの業務実績例
住宅・店舗などの設計管理
計画案の策定
プロポーザルに関するブレーンワーク
・・・
学会、商業施設等のポスター、ディレクションおよびデザイン
会社、個人商店などの CI
学校パンフ、美容雑誌などのエディトリアル、ディレクションおよびデザイン
店舗などのサイン計画
輸入書店のブランディングディレクションワーク
CD ジャケットなどのロットもののデザインワーク
・・・・
街並保存民間プロジェクトへの参加
銀行などへのプロポーザル案のブレーンワーク（企業アライアンス）
新規ストアブランディングに関するプロポーザル案のブレーンワーク（企業アライアンス）
カーボンオフセット導入プログラム策定
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ナード、オーバークラウデッドでは、
みなさまの事業活動を活性化する ”VI（ビジュアルアイデンティティ）”戦略を
トータルサポートいたします。

新規顧客の獲得や既存クライアントに向けた企業イメージの打ち出しは、重要でありながら非常に難しい問
題のひとつです。とくにタスクフォースの観点から社内での解決が困難であるものの、支出のコントロール
や企業風土によっては保守的な対応にならざるを得ない状況も多く見受けられます。
しかし、企業イメージの構築こそは新たなビジネスチャンスをもたらす原動力となります。
大規模な金融危機がささやかれる昨今、各社ぎりぎりのコストカットがなされる中、弊社におきましては企
業イメージ戦略のブレーンワークからデザイン実務までをトータルでサポートすることで、単体発注よりも
よりローコストでの受注が可能です。
またしっかりしたスクリーニングを行い、相互理解のためのコミュニケーションを重視しておりますので、
価格におきましてもご気軽にご相談いただき、実情に見合った形でのお見積りをご提案させていだけます。
実績例

企業の VI 戦略の一環として既存の製品カタログとは別に、ワークコンセプトを前面に打ち出した
『ワークブック先品集』を制作しました。同時に新たにワークブックだけのオリジナルのロゴを設
計するなど刷新性（挑戦的な企業姿勢）と企業イメージ（安心の継続）を同時に満たすものとして
考慮されています。既存クライアントへの企業ブランドイメージの刷新と定着、および関連ステー
クホルダーを対象にした新規クライアントの発掘など役立てられました。

株式会社クマヒラ

『Kumahira Design Manual 2010』 Copyright of idea and design.

© Nerd,Overclouded
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ナード、オーバークラウデッドでは、
アライアンス事業の一環として相互の技術と知識を生かした、コラボレーションビ
ジネスのパートナーを探しております。

例えば時代の趨勢のなかで、長年の経験で培われてきた優れた技術や知財、あるいは設備が休眠しているケー
スはめずらしくありません。それら隠された資本は別の視点から別の方法で発掘することで新しいビジネス
資源に変貌するかもしれません。生かすための新しい発想を通じて新しいスタンスで活用していくことで、
一躍一線のビジネスツールとしてモデルチェンジしてみませんか。
また既存の資源を使うため、余分な準備投資の必要がなく最小限のリスクで事業展開が可能となります。み
なさまにおかれましてはこうしたプラスの発想で、同時に弊社におきましても新たなデザインツールとして、
相互に明確なシナジー効果のあるビジネスモデルと考えております。
こうした隠れた素材の有用性を通じた新しいビジネスツールをご検討の際は、ぜひ一度ご相談ください。

実績例

サイン関係企業のクロス印刷機の有効活用を提案。（受注生産のため都度コストがかかることもあ
り年間回転率が極端に低い機械の有用性を考慮しながら新しい素材として活用する方法について）
単価に見合った付加価値を設定するために、店舗や子供部屋などターゲットを絞ったデザインクロ
スと、補修など様々な用途に自由に使える DIY のクロスキットなどを企画しました。

Copyright of idea and design.
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ナード、オーバークラウデッドでは、
アライアンス事業の一環として共同企画によるプロポーザル資料の作成や、入札
案件、プレゼンテーションにおける共同参画やコンサルティングをお受けしております。

ステークホルダーに対する新規事業提案書の作成や事業プレゼンなど様々な場面で、優れたコンテンツ企画
やビジュアルワークの必要性が問われています。競合他社との差異化や先駆けての新しい事業提案は会社の
独自性や競争力を高める意味でも重要な要素のひとつです。
弊社では共同参画、共同企画、コンサルティング（指南）の３つの対応が可能です。（代理も受けたまわれま
すが要相談となります）企業ブレーンとして活動してきた実績を生かして最適な企画やスキームをご提案さ
せていただきます。

実績例

様々な企業アライアンスを通じて、新規発足事業団のための競合プレゼンへの共同参加やエコシス
テムを導入したフランチャイズ店舗のシステムデザイン企画、再開発における近代重要建築物の活
用法を提案、金融機関の名称変更にともなう C 計画の立案など多岐にわたる関連案件に関わって
まいりました。

Copyright of idea and design.
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