ॖୀԽࣾձʹ͓͚Δ
ॅຽͷࣗൃతͳۭؒར༻ʹ͍ͭͯͷߟͱ
ͦͷల։Մੑʹ͍ͭͯ
ߐݪຬྯ
ܚጯٛक़େֶ૯߹ࡦֶ෦̏
TNF!TGDLFJPBDKQ
ΩʔϫʔυɿҬɺۭؒɺσβΠϯ
ɹɹɹɹɹɹɹ
ɹ͡Ίʹ
ɹຊڀݚͷతɺগࢠɾߴྸԽͳͲෳࡶԽ͢Δ
ࣾձʹΑͬͯॖୀԽ͍ͯ͠ΔຊͷࣾձΛલ
ఏʹɺॅຽ͕ओମతʹاըɺઃܭɺӡӦ͢Δখ͞
ͳެۭؒڞΛࢀ༩͠؍ɺݱͷਓʑͷΠϯλ
ϏϡʔࣸਅͷهΛ௨ͯ͠ɺࢢຽࣗΒ͕ग़
͑͠Δʮখ͘͞ͱेશʹػ͠ɺҡ࣋Մͳ
ͷσβΠϯʯͷཁૉΛ໌Β͔ʹͨ͠ɻ·ͨɺͲͷ
݅Լʹ͓͚ΔۭؒʹԠ༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ൚
༻ੑΛۭ࣋ͨͤͨؒͷઃࢦܭΛࢥࡧ͢ΔͨΊͷ
πʔϧͷ࡞ߦͬͨɻ
ɹɹɹɹɹ
ɹഎܠ
ɹগࢠɾߴྸԽ
ɹख़ࣾձͷҠߦ͋ʹؒظΔࠓͷຊͰɺ
༷ʑͳࣾձ͕ࡏݦԽ͍ͯ͠Δ͕ɺʮগࢠߴྸ
Խʯͱʮࢢ෦ͷਓޱҰूۃதԽʯࡢࠓʹ͓͚
Δٞͷத֩Ͱ͋Δͱ͑ݴΑ͏ɻ
ɹྫ͑ɺʹެ։͞Εͨ૯লͷใ௨৴
നॻʹΑΔͱɺ૯ਓʹޱஔ͚Δߴྸऀͷׂ߹ɺ
ʢฏʣͷˋ͔Βɺʢฏ
ʣʹˋͰਓʹਓΛ্ճΓɺߋʹ
ޙͷʢฏʣʹˋʹୡ͢Δͱݴ
ΘΕ͍ͯΔɻͭ·Γਓʹਓ͕ࡀҎ্ͱͳΔ
͜ͱ͕·ࠐݟΕ͍ͯΔͱ͍͏͜ͱͩɻগࢠɾߴྸ
Խͷਐߦɺࠃͷੜ࢈ɾ࿑ಇ׆ಈͷத֩Λ୲͏
ੜ࢈ྸਓޱͷݮগಉ࣌ʹਐߦ͢Δ͜ͱΛҙຯ
͢Δɻͭ·ΓɺࡒΛফඅͨ͠Γɺੜ࢈͢Δਓ͕ޱ
ݮগ͢Δ͜ͱͰɺຊࡁܦશମͷఀɺॖখ͕ਐ
ߦ͢Δͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͕ࡁܦఀ͢Εɺ
ํͷ੫ऩݮগʹ࢝·Γɺຊશମͷ੫ऩݮগ͢
Δɻ੫ऩΛؚΊͨࡀೖͰΘΕ͍ͯΔࢢຽʹର͢

ΔߦαʔϏεʹͱͬͯɺ੫ऩͷݮগͦͷҡ࣋
ͱॆ࣮Λ͔͢ڴඇৗʹਂࠁͳͰ͋Γɺͻ͍ͯ
ࢢຽͷΒ͠ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑Δ͜ͱͱͳΔɻ
ࠃՈϨϕϧͰ͋Εɺํ࣏ࣗମϨϕϧͰ͋
Εɺߦ͚ͩʹʮެڞͷσβΠϯʯΛٻΊΔ͜ͱ
ඇ࣮ݱతʹͳΓͭͭ͋ΓɺࢢຽʹΑΔίϛϡχ
ςΟσβΠϯඞવͰ͋Δͱ͍͑Δɻ

ද̍ɿຊͷਓޱਪҠ

ɹυʔφπɾεϓϩʔϧԽ
ɹୈೋ࣍ੈքେઓޙɺ౦ํ͔Βटྲྀͱݍ
ೖͨ͠ʮۚͷཛʯͷΑ͏ʹɺࢢ෦ͷۀاෆ
͢Δ࿑ಇऀΛํͷਓࡐʹґଘͤ͟ΔΛ͑ͳ͔ͬ
ͨɻͦͷ݁Ռɺࢢ෦ʹ͓͚Δ࿑ಇਓޱͷҰूۃ
த͕ઓޙͷຊʹ͓͍ͯՃͨ͠ɻ൴Βͷଟ͕͘ɺ
ॅډΛ౦ٻͱ֎߫ژΊͨ݁Ռɺࢢͷυʔ
φπԽɺ߫֎ͷεϓϩʔϧԽݱΛҾ͖͜͠ى
ͨɻࢢ͕֗ແடংʹ֦େɺൃలͨ͜͠ͱʹΑͬ
ͯҾ͖͜͞ىΕͨͱ͞ΕΔ༷ʑͳͷҰྫͱ͠
ͯɺߦαʔϏε࣭ɾྔͱʹࢢຽͷχʔζʹ
Ԡ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳΓͭͭ͋Δɺͱ͍͏͜ͱ
೦಄ʹஔ͖͍ͨɻ

Tools - CasesʔྖҬԣஅతΞϓϩʔνʹΑΔϏδ
ωεϞσϧͷઃܭʱʹ͓͍ͯհ͞Ε͍ͯΔσβ
ΠϯϦαʔνͷख๏ͷதͰɺαʔϏεαϑΝϦͱ
ΞʔςΟϑΝΫτੳͷೋͭΛओʹ༻͍ͨɻ

ਤ̍ɿϑΟʔϧυϊʔτͷͷϑΥʔϚοτ
KANAZAWA | FIELDNOTE | FORMAT
［店舗名（工房名）：］
>基礎情報
日時：
住所：
メンバー：
体験概要：
所要時間：
価格：

>観察したこと
！第三者が読んでも状況が把握できるように
！形容詞をなるべく使わない記述にする
（以下に記述）

>フィールドで持ってきたパンフレット等

！概要程度、箇条書きで構いません
！いただけるものは頂きたいです
（以下に記述）

ਤ̎ɿਤ໘

Jenʼ s Grocery & Snacks
20160802 15:00~16:30
Daijirom Mizuno Laboratory
Micro Social Agent
Hamamatsu Fieldwork
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̏ɹख๏ɹ
ɹΠϧϙɾίεωΩϯΒ͕ʰ%FTJHO3FTFBSDI
5ISPVHI1SBDUJDF'SPNUIF-BC 'JFME BOEUIF
4IPXSPPNʱʹ͓͍ͯఏএͨ͠ʮߏతσβΠϯ
Ϧαʔνʯʢ$POTUSVDUJWF%FTJHO3FTFBSDIʣΛ༻
͍Δ͜ͱͰɺਓֶؒɺจԽਓྨֶɺࣗવՊֶɺ
৺ཧֶͳͲͷྖҬΛࣗ༝ʹԣஅ͠ͳ͕Βͷຊ
࣭Λଟ֯తʹଊ͍͑ͨɻ
ɹίεωΩϯͦͷஶॻͷதͰɺߏతσβΠϯ
Ϧαʔνɺ࣮ݧʢ-BCʣʗϑΟʔϧυϫʔΫ
ʢ'JFMEʣʗలۭࣔؒʢTIPXSPPNʣͷ̏ͭͷཁૉ
ʹྨ͍ͯ͠Δ͕ɺຊڀݚͦͷதͰಛʹ
ʮϑΟʔϧυϫʔΫʯʹ͓͚ΔߏతσβΠϯϦ
αʔνʹಛԽͨ͠ख๏ͱͯ͠ͷϑΟʔϧυϫʔΫ
Λߦͬͨɻ
ɹ۩ମతʹߦͬͨ͜ͱͱͯ͠·ͣΠϯλϏϡʔ
͕͋͛ΒΕΔɻख๏ͱͯ͠େ͖͚ͯ͘ߏ
ʗߏԽʗඇߏԽΠϯλϏϡʔ͕͋Δ͕ɺຊݚ
Ͱڀɺ࣭ࣄ߲ΛܾΊ্ͨͰͦ͜ʹࣥ͢ݻΔ͜
ͱͳ͘ɺஶऀͱΠϯλϏϡʔΠʔʢ͜͜Ͱۭؒ
Λ࡞Δਓͱ͏ਓͷํʣͷରͷதͰॊೈʹ
Λల։͢Δ͜ͱͰ৽͍͖ͮ͠ؾΛಘΔɺߏԽ
ΠϯλϏϡʔͷख๏ʹଇͬͨΠϯλϏϡʔΛߦͳͬ
ͨɻ۩ମతͳهɺ͋Δ͍ௐࠪͷํ๏ͱͯ͠ɺ
ʰTHIS IS SERVICE DESIGN THINKING. Basics -

αʔϏεαϑΝϦ
ϦαʔνϟʔࣗΒ͕ݱෝ͖ɺਓʑ͕ͲͷΑ͏
ʹۭؒΛ͍ͬͯΔͷ͔ɺΛ͕ͬͯͳ͠ݧܦ
Β؍Λߦ͏ɻ࣮ࡍʹݱͰͱͨ͜͡ײΛϑΟʔ
ϧυϊʔτʹه͢Δɻ
ΞʔςΟϑΝΫτੳ
ΧϝϥʹΑͬͯɺࣄ࣮ͷৄࡉͳهΛߦ͏ɻαʔ
ϏεαϑΝϦΛऴ͑ͨͷͪɺݱͰࡱӨͨࣸ͠ਅ
ΛৼΓฦΓͳ͕Βͦͷࣸਅ͔ΒಡΈऔΕΔঢ়ʹگ
͍ͭͯཁૉΛચ͍ग़͠ɺͦΕΒΛ,+๏Λ༻͍ͳ͕
ΒੳʗߏԽ͢Δɻ

入り口

ɹࣾձతඥଳͷਰୀ
ɹҎ্ͷେ͖͚ͨ͘ೋͭͷࣾձΛ࣠ʹɺਓ
ޱͷݮগͦΕʹ͏ࡀೖͷʹֹݮΑΓɺߦ͕
ఏ͢ڙΔެڞαʔϏε͕͜Ε·ͰҎ্ʹػෆશ
ʹؕΔͱ͍͏ະདྷͷ౸དྷ͕ఆ͞ΕΔͱ͢Εɺ
ࠓޙࢢຽࣗΒ͕ߦʹཔΔ͜ͱͳ͘ʮখ͘͞ͱ
ेશʹػ͠ɺҡ࣋ՄͳͷσβΠϯʯΛߦ
ͳͬͯߦ͘ඞཁ͕͋ΔͷͰͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
ɹ͜͜Ͱ͍͏ʮެڞαʔϏεʯʮʯͱɺҰ
ൠతͳެԂެຽʹؗද͞ΕΔΑ͏ͳɺࢢຽͷ
ࣾձతͳωοτϫʔΫΛܗ͢Δ͜ͱͷͰ͖Δαʔ
Ϗεۭؒͷ͜ͱΛࢦ͍ͯ͠Δɻ

̐ɹՌ
ɹຊ֤ʹɺ͍ͯ͠ࡏʹطΔɺॅຽ͕ओମత
ʹاըɺઃܭɺӡӦ͞Ε͖ۭͯͨؒͷදྫͱ͠
ͯɺݸਓܦӦͷখ͞ͳ͓ళ܈Λ͋͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔɻຊͰڀݚɺՆ͔Β݄·ࡏݱ

Ͱԭೄݝɺ߳ݝɺେࡕɺੴݝɺ੩Ԭݝͷ̑
Օॴɺܭͷళฮʹෝ͖ϦαʔνΛߦͳͬͨɻ
͜ΕΒখ͞ͳళฮͷू߹ମʵԭೄͷڞಉചళɾ߳
ͷηϧϑ͏ͲΜళɾେࡕͳΜຯԂͷςφϯτɾ
ۚͷ౷ٕज़ͷମݧɾদͷҠຽͱΫϦΤ
Πλʔಉ࢜ͷίϛϡχςΟʵɺͲΕΛͱͬͯ
ͨͩͷʮళʯͰͳ͍ɻࣄऀͨͪҙࣝతʹɺ
͋Δ͍ແҙࣝʹɺ൴ΒͳΓͷίϛϡχςΟσβ
ΠϯΛ࣮ફ͍ͯ͠Δɻళͱ٬ʹΑΔ͍ޓͷࢿຊަ
Λ͢Δͱ͍͏୯७ͳࡁܦతػͷΈͳΒͣɺ
࣏ࣗɺࢱɺࣾަͳͲٛͷࣾձతػଳͼͨ
ෳ߹తۭؒͰ͋ΓɺͲͷళʹҬझຯίϛϡ
χςΟͷଘࡏΛݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱͩɻ
ྫ͑ɺڞಉചళͰซઃ͞ΕͨձٞࣨͰҿΈձ
Λ͢Δࢢຽ͕͓Γɺηϧϑ͏ͲΜళͷݢઌͰશ
ؔ͘ͷͳ͍Ոͷࡊ͕ൢച͞ΕɺຯԂͷόʔ
Ͱళओͱৗ࿈٬ʹΑͬͯʹճϘʔϦϯάେ
ձ͕։࠵͞Ε͍ͯΔɺͳͲͩɻ͜ΕΒͷҰ͢ݟΔ
ͱݟಀͯ͠͠·͍ͦ͏ͳࢢຽओମʹΑΔ׆ಈͱͦ
ΕΛऔΓڥ͘רΛੳ͢Δ͜ͱ͔Βɺߦʹཔ
Δ͜ͱͳ͘ʮখ͘͞ͱेશʹػ͠ɺҡ࣋Մ
ͳͷσβΠϯʯͷώϯτΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ
ɹੳʹΑͬͯ໌Β͔ʹͳͬͨʮళओʹۙͨ͠
νϟοτεϖʔεʯʮۭؒͷՄมੑʯͷͷཁ
ૉΛɺ,+๏Λ༻͍ͯʮࢥʯʮਓʯʮΞΫςΟϏ
ςΟʯʮۭؒཁૉʯʮۭؒػʯʮπʔϧʯͷ̒
ͭʹྨͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ʹߏԽ͞Εͨͷཁૉ
ɺࢢຽ͕ࣾձతͳඥଳͱͯ͠ରΛଅۭؒ͢Λ
ઃ͢ܭΔʹ͓͍ͯԠ༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹΤϨϝϯτ
Χʔυʹ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺࢢຽؒͷٞΛଅ͢
Մੑ͕͋ΔπʔϧΛ։ൃͨ͠ɻ

ਤ̏ɿΤϨϝϯπΧʔυ
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表

12

01

客のわがままに寄り添う

ユーザーが話したいと思うオーナー

オーナーが、ユーザーの変化を見抜いたり、声を聞き、サービスや品物をかえること

オーナーの人柄に惚れ込み、話をするためにユーザーがくる

03 商品売買のみでない関係を築く

17 ユーザーに合わせて改良する

16 なんとなく集まって懇談する

43 ユーザー層・人数に対応する席の種類

20 ユーザーのおみやげを飾る
23 オーナーがユーザー同士をつなげる

25 サービスに合わせて改良する

裏

45 オーナーが生活空間を持ち込む

16 なんとなく集まって談話する

38 プライベート情報を表示する

KEY PERSON

ACTIVITY

大阪｜スナックまちこ

香川｜山内うどん

オーナーの目にかなかった人しか入れない、ス

お客さんに、お土産でもらったひょうたんをお店

ナックまちこは、みなオーナーと話に来る常連さ

ためにたくさんの調味料を置いている。

んが多い。

27

06 相互の積極的な情報開示

29 オーナーの趣味のスペース

12 ユーザーが話したいと思うオーナー
24 ユーザーが物を持ち寄る

けを変た。元来の客であるブラジル人に対応する

39

Hard

Soft

31 入り口に近接した番台

16 なんとなく集まって談話する

42 使用用途の柔軟性

19 近隣の店舗と上手く接合する

40 みんなで集まって懇談する
50 業務用のケース

裏

47

手作り POP

沖縄｜有銘共同売店
小学校の隣にあるこの共同売店では、小学生が放
課後、駄菓子を食べたり、遊びに来るスペースが

オーナーの自作の POP を通じてユーザーとのコミュニケーションがうまれる

Hard

Soft

Hard

13 一見のユーザーを迎え入れるオーナー

30 思い出の品を買えるスペース

34 出入り口付近の小さな外部スペース
35 出入り口から離れた大きな外部スペース
50 業務用のケース

FUNCTION

SPACE

レジの横に設けられている。

に飾る。

外部に沁みでる

お店の外のスペースで、お店で買ったものを外へ持ち出し、
食べたり談笑したりする

オーナーが普段いる場所の側にユーザーが集えるスペースがある

12 ユーザーが話したいと思うオーナー

04 ユーザーに自由を許容する

客層がブラジル人からアジア系移民に移り、味付

オーナースペースに近接した
チャットスペース
Soft

Hard

28 店内の作業スペース
29 オーナーの趣味のスペース
38 プライベート情報を表示する

MIND

浜松｜ SERVITU

表

Soft

27 オーナースペースに近接したチャットスペース

10 セーフティネットになる
15 ユーザーに個人的な情報を聞かれるオーナー

42 使用用途の柔軟性

08 常連を生む

オーナーがお店にユーザーがくれたお土産を飾る

Hard

Soft

Hard

Soft
04 ユーザーに自由を許容する

ਤ̏ɿΤϨϝϯπΧʔυ

20

ユーザーのおみやげを飾る

TOOL

沖縄｜桃原共同売店

沖縄｜奥間共同売店

店の中のスペースではなく、外の腰掛ける場所

このほかにも、ゆっくりしていってねとハートの

で、店で買ったものを食べて集う。

絵文字や顔文字を交えた POP が目立つ。店員自
らが作っている。

̑ɹࠓޙͷల
ɹຊڀݚɺݱஈ֊·ͰʹϑΟʔϧυϫʔΫʹ
ΑͬͯಘͨݟΛੳ͢Δ͜ͱͰɺҰൠࢢຽʹΑ
Δओମతͳۭؒͷ͍ํʹ͍ͭͯͷٞΛଅͨ͢
ΊͷπʔϧΛ։ൃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ͔͠͠ɺඇ
ҙਤతʹߦΘΕ͖ͯͨΛ࡞ʹجͨ͠ΤϨϝ
ϯπΧʔυΛҰൠࢢຽͱ࣮ફతʹ༻͍ͯɺҙਤత
ʹۭؒΛઃ͢ܭΔͱ͍͏࣮ફతͳԠ༻͕Ͱ͖͓ͯ
ΒͣɺҰൠࢢຽͷతͳۭؒઃܭΛิॿ͢Δͨ
ΊͷϝσΟΞͱͯ͠ɺΧʔυͷ͋ΓํɺϝσΟ
Ξͦͷͷͷܗଶͱͯ͠ΧʔυΛ࠷దղͱ͢ͳݟ
͔൱͔ɺݕ౼͕ेʹͰ͖͍ͯͳ͍ɻΑͬͯɺࠓ
ޙ͜ͷπʔϧΛߋ৽͍ͯͨ͘͠ΊͷҰาͱͯ͠ɺ
࣮ફతʹΧʔυΛ༻͢Δͷબఆͱ࣮ࢪΛ͢Δ
͜ͱ͕ඞਢͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
̒ɹࢀߟจݙ
ἠఉ৳ʢʣʰࢢΛͨͨΉʔਓݮޱগ࣌Λ
σβΠϯ͢ΔࢢܭըʱՖࣾ
ΞτϦΤɾϫϯʢʣʰίϞφϦςΟʔζʱ
-*9*-ग़൛
ΞϯϦɾϧϑΣʔϒϧʢʣʰࢢͷݖརʱ
ຊ༁ɺͪ͘·ֶܳจݿ
Ӊਖ਼ʢʣʰਓݮޱগԼͷΠϯϑϥඋʱ
౦ژେֶग़൛ձ
খాಙඒʢʣʰࢁଜ࠶ੜͷ࣮ફʕʕཧ
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