
スターバックス セリア

ウォルマート 日清オイリオ

ソラシドエア サウスウエスト航空

シスメックス 東京エレクトロン

Brand is possibility
新しいコーポレートブランディングの可能性



日本型ブランディングを継承する私たちのアプローチでは、
クライアント自らが、その企業の核となるアイデンティティコアや源泉となるDNAを再発見することを大切にしています。

真の企業変革を起こすブランディングプロセス

AXHUM 
ブランディングモデル

1.
理念構築
Reframing

4.
組織活性化
Revitalization

3.
事業商品
Repositioning

2.
コミュニケーション
Reawareness

Internal
AXHUMの
業務範囲

現状認識 戦略策定 施策実施

アイデン
ティティ
コア

アイデンティティ確立と
ブランド価値の最大化

●  統合タッチポイント戦略
　（カスタマージャーニー）

● 従業員トレーニング

●  インナー
　ブランディング

●  象徴事業
●  プロダクトデザイン
●  新業態、新店舗
      

●  ブランドロゴ
●  ブランドネーミング

顧客・社会からの
共感、期待、尊敬

従業員の気づき、
自信と誇り

External

Internal

AXHUMの
コミットメント

External

コーポレート
ブランディング

コーポレート
アイデンティティ
（CI）

●  コンセプトブック／
　行動ガイドライン

●  ブランドコンセプトの
　策定

●  理念体系の再構築
●  ミッション•ビジョン•
　バリューの見直し

ブランド構築の新しい視点

認知を促す、というよりも、
ブランドを経験してもらうこと。
エモーショナルな経験を、できるだけ早いタイミングで、
多くの人に届け、「物語や神話」を醸成する。

ブランド経験のイノベーション1.

変わることのない「一貫性」と
変わり続ける「新しさ」を持つ。
「一貫性」から生まれる信頼と「継続的な変化」を仕掛けることにより、 
常に動的で活力あるブランドを維持する。

True & New ― 信頼と活力を保つ2.

ブランドを生み出すのは、
組織を構成する一人ひとりの従業員。
従業員が、自らの価値を確信し、顧客の価値から考え、
組織全体の価値から行動する。従業員の賛同、共感、
参加なくして、組織の個性とバイタリティは生まれない。

従業員エンゲージメント3.

企業の核となるアイデンティティコアと
継承すべきDNA を導き出す。
組織に内在するDNAをあぶり出し、その企業ならではの理念や
MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を導き共有する。

コアとなる理念の再構築

Beyond communications:

Beyond consistency:

Beyond customers:

Beyond history:

4.



Brand Essence
ブランド・エッセンス

Brand Purpose
ブランド目的

Brand Differentiators
ブランド差別化要因

Brand Personality
ブランド・パーソナリティ

Brand Activation
ブランド活性化

Save money. Live better.
節約して、より良い生活

Walmartは、お客様のおカネを節約した上手なお買い物の手助けをし、よりよい暮らしに貢献する。

ラクなお買い物太刀打ちできない低価格 高品質な商品

太刀打ちできない低価格伝達と表現 顧客エクスペリエンスと 
商品のイノベーション 社員の関与

思いやりある 誠実 画期的 飾り気がない

「ALWAYS LOW PLICES.（低価格の商品を毎日届ける）」という
初めの約束をきちんと守ったことによって世界一になったウォルマー
トは、次なる成長に向けた変革を実施。ターゲットをより幅広く再設定
し、「ALWAYS LOW PLICES.」から「Save money. Live better.（
上手に節約して、より良く暮らそう）」へと、ブランド・ポジションを再
定義しました。重要なタッチポイントである店舗のデザインは全面的
にリニューアルされ、来店者や従業員の期待感に応えるブランド経験
を再構築しました。

ブランド・ポジションを再定義し
新たなブランド経験を創造する

ブランドコンセプト策定のための「ブランドハウスメソッド」

old new

new

Case study: ウォルマート

Beyond communications:
ブランド経験のイノベーション1.

ブランディングに呼応する新しい人事制度の導入

シアトルの一号店から始まり、55カ国1.7万以上の店舗数を構える現
在、40周年を機にスターバックスは、コーヒーの業界を越え、小売業の
枠にはまらないというビジョンに向かい、ブランド経験や視覚的表現の一
新を検討。新旧の顧客両方を魅了するような商品開発や、地域ごとのブ
ランド経験を生み出すことのできる柔軟性あるプログラムを開発導
入しました。かつての「コーヒーを飲む“サード・プレイス“」は、
「moments of connection～つながりの瞬間～」を提供する環境へ
と変わり、新業態としてのワインバーも登場しています。幅広いタッ
チポイントに対応するビジュアルガイドラインでは、新しいポジション
と特性が効果的に伝わるようなロゴの使用方法、パターン、グラフィ
ック、タイポグラフィ、イラスト、イメージ、カラー、形、素材、レイアウト、
そして言葉づかいを規定、国際展開のガイドラインも作成しました。

スターバックスは、就職人気企業に選ばれること、店舗数と従業員数の
急速な拡大を効率良く管理すること、この２つの課題に直面していまし
た。包括的な報酬制度と業界最高クラスの人事制度の導入に向けたグ
ローバル・コミュケーション戦略は、従業員エンゲージメントと社内コミ
ュニケーションを得意とするBonfire社によって開発されました。

Case study: 

ビジュアルガイドライン（一部）

より暗示的より明示的

スターバックス

変わることのない「一貫性」と
変わり続ける「新しさ」を生み続ける

Beyond consistency: 
True & New ― 信頼と活力を保つ2.
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相対的な2つのエレメントを組み合わせたロゴマークは、相反する概
念の融合と昇華を意味し、「無限」を想起させる形状は、シスメックスに
秘められた無限の可能性を、そして、モチーフとなる海と山は生命の「進
化」およびシスメックスの誕生地である 「神戸」の景観を表している。

血球計数装置世界シェアNo.1の医療機器メーカーであるシスメック
スは、次の発展に向けて、創業時からの企業理念を根本から見直し、
新たな時代環境および非連続的成長の過程にあるシスメックスの実
態に即した新企業理念「Sysmex Way」を制定。企業理念の検討で
は、日本および世界各国の幹部と従業員インタビューを多数実施す
ることで、組織に内在する価値観を徹底的に探り、「Sysmex Way」
として昇華させました。後続プロジェクトとして、「Sysmex Way」を
表象化するコーポレートロゴおよび VIS（ビジュアル・アイデンティテ
ィ・システム） 開発、さらにはプロダクトデザインへと進展させ、グロ
ーバル市場におけるリーディングカンパニーとしてのプレゼンス向上
をめざしました。 

シスメックスCase study:

非連続的な成長を促す新たな理念策定と
ブランドポジショニング

Beyond history:
コアとなる理念の再構築4.

ブランドを象徴するハートマークに、あるスタッフが搭乗前にタッチ
しました。この行為は、いつの間にかほかのスタッフに広がり、今では
搭乗前の習慣となっています。従業員と顧客の両方を大切にするサ
ウスウエスト航空ならではの、従業員エンゲージメントの好例です。

格安航空会社の代表格であるサウスウエスト航空は、「社員第一、顧
客第二」を掲げ、従業員を大切にすることでよく知られています。創
立から約40年、順調な成長を遂げる中で、新時代を迎えるサウスウ
エスト航空ブランドのポジションの再定義、新たなブランド経験のイ
ノベーション、チームがより一体化するような新しいイメージの創造、
従業員エンゲージメントの開発を中心にブランディングを実施。機体
の下に描かれたハートは、サウスウエスト航空の従業員とお客様へ
の約束、そして、一人一人を大切にすることを表現すると同時に、サ
ウスウエスト航空の全社員約4万6千人の総力を表しています。

サウスウエスト航空Case study:

従業員のエンゲージメントを高めるブランド

従業員の活力と幸せを生み出し
事業を成功へと導く

Beyond customers:
従業員エンゲージメント3.

理念ブック

プロダクトデザインコンセプト“Silent Design”



PAOS

(Lippincott & Marguries)

1989年

1943年

2013年

株式会社アクサムは1989 年の設立以来、「企業ブランドのアイデンティティの確立とブランド価値の最大化」を主軸におきながら、調査から戦略立案、デザイン、
具体的な施策の企画・実施まで、一貫した「ブランディング」や「CI」のコンサルティングサービスを提供。日本型ブランディング ー 企業のアイデンティティおよび企
業理念の再構築、新しい行動規範にもとづく組織の活性化、新しいアイデンティティを形成するための象徴事業の開発などをベースにしたブランディング ー の手
法を継承しながらも、常に時代に対応した新しいスタイルのコンサルティングを実践しています。2013 年6 月には、ブランディングエージェンシー最大手
LIPPINCOTT（下記参照）と事業提携し、AXHUM LIPPINCOTTを設立。日米両国がひとつのチームとして、国内外のブランディングプロジェクトを支援しています。
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私たちは、日本企業固有のグローバルな課題を
グローバルなネットワークで解決します。

AXHUMと LIPPINCOTTの協働

Sysmex、東京エレクトロン、日立製作所、Seria、au、日清オイリオ、メリルリンチ日本証券、ソニー、ソラシドエア、慶應義塾、東邦大学、シャノアール など

主なクライアント：

1943 年の創業時からコーポレートアイデンティティの草分けとして、CocaCola やXEROXなどの老舗企業から、スターバックス、ウォルマート、サウスウエスト
航空など世界の最も象徴的なブランドを数多く支援。現在は、世界的経営コンサルティング企業オリバー・ワイマングループの一員として、7 カ7 カ国 9 拠点（本
社ニューヨーク、ボストン、サンフランシスコ、ロンドン、パリ、ドバイ、香港、ソウル、東京）ネットワークを活用し、約200 名のスタッフとともに、これまでに3,000 以
上におよぶクライアントのブランド戦略に関わる課題を解決しています。

LIPPINCOTT

Lippincott Oliver Wyman NERA

Marsh & McLennan Companies

Marsh Mercer Oliver Wyman Group Guy Carpenter

アクサムリピンコット（Tokyo）

ブランド戦略
デザインコンサルティング

経営コンサルティング

NEW YORK • BOSTON • SAN FRANCISCO • LONDON • PARIS • D U B A I • HONG KONG • SEOUL • TOKYO

アクサムリピンコット
150-0033 東京都渋谷区猿楽町18-8
代官山ヒルサイドテラス F棟 3F
03 5458 5815   Fax 03 5458 5890
info@axhum.co.jp

Brand Strategy & Design www.axhum.co.jp
www.axhumlippincott.com
www.lippincott.com

LIPPINCOTT代表のRick Wiseと
AXHUM Consulting代表の南山宏之


