
ブランドボイス、ワンボイス　�

　>  一貫性と継続性�

　>  メッセージとエスセティクス�

　>  共通感覚、エモーションへの訴求�

　>  ブランドボイスガイドライン�

3. 
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表現の統合と集中 

Brand Voice
「共通感覚」に訴求するコミュニケーション戦略 

One Voice
「1つの声 ＝ 表現」に集約して発信する 

● 共通感覚（sensus communis）は視覚や触覚などの諸感覚の統合に関わる根元的な能力 

● そのような人間の感覚能力に到達する戦略的なコミュニケーションが求められている 

● 部門、地域、時間の中において表現は、送り手の都合で拡散していく傾向にある。 

● それらは、できるだけ集約され、シンプルであること。そして一貫性、継続性が求められる。 
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「ブランドボイス」と「メディアミクス」 
ブランド固有の「ブランドメッセージ」と「エスセティクス」を1つのボイス（One Voice）にして 

ターゲットに伝え、共感、感動、参加を獲得する。 

 

 

 

 

 

バリュー 
プロミス 

VIS

シンボルと 
ビジュアル 

アイデンティティ 
システム 

表現 
エレメント 

ステーク 
ホルダー 

（認知） 
 

（体験） 
 

（参加） 

ブランドボイス 

メディア 
ミクス 

全体の評価基準と 
マネジメント 

ターゲットに 
届いたか、響いたか？ 

One Voice
一貫した表現統合 

広告、宣伝 
 

Web 
 
商品 
 

イベントプロモーション 
 

パブリシティ 
 

施設サイン 

各メディアの 
機能役割にあった表現 

 

●ブランドボイスとは 

　ブランドのメッセージとエス

　セティックスを効果的に伝え 

　るための統合的コミュニケ

　ーションシステム 

 

●エスセティクスとは 

　感覚的経験（5感：視覚、触

　覚、聴覚、味覚の刺激につな

　がるような経験）を与える企

　業ブランドの雰囲気、空気

　感、全体的な印象 
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"ダイハツのCompactとは何か？"

クール、小粋 
自分なりの 
美学 

合理的 
無駄がない 
賢い生き方 

日常の豊かさ 
いつも笑顔で 
あること 自然体 

飾らないのは自分 
自分は素敵 

合理的な 
経営 

感動 
コミットする喜び 

知恵の凝縮 
技術の発想、 
イマジネーション 

が凝縮 

 自然、 
地球に優しい 
社会的責任 

ケーススタディ： 軽自動車メーカー 

新しいダイハツのバリュープロミス試案 

社員、企業 

顧客、社会 

コンパクトライフ 
ダイハツのCompact Lifeとは 
「Compactに生きる」 

ということ 

Compact
Life
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ケーススタディ： 軽自動車メーカー 

ダイハツブランドのリ・ポジショニング／リファインの検討 
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ケーススタディ： 軽自動車メーカー 

シンボルリファイン試案 

 

●「コンパクト」な発展的継承 

● CI というよりも、ブランドボイスの一要素として位置づける 
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ケーススタディ： 軽自動車メーカー 

ディーラー用ステーショナリー 

 

 

www.daihastu.co.jp

ダイハツ工業株式会社 

Tel.0727-54-3047
Fax.0727-53-2325
E-mail: hayashi@daihatsu.co.jp

http://www.daihastu.co.jp

大阪府池田市ダイハツ町1-1 〒563-8651 

DAIHASTU MOTOR CO., LTD.

Tel.0727-54-3047
Fax.0727-53-2325
E-mail: hayashi@daihatsu.co.jp

http://www.daihastu.co.jp
1-1 Daihastu-cho, Ikeda-City, Osaka 
563-8651 

Shinichiro Hayashi

General Manager
Communication Center

ダイハツ工業株式会社 

大阪府池田市ダイハツ町1-1  〒563-8651 
Tel. 0727-54-3047 Fax. 0727-53-2325

 

DAIHASTU MOTOR CO., LTD.

1-1 Daihastu-cho, Ikeda-City, Osaka  563-8651
Tel. 0727-54-3047 Fax. 0727-53-2325 

林  信 一 郎  
 
広報部　 

部長 
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ケーススタディ：軽自動車メーカー�

店舗ファサード ブランドヴォイス試案�

�

Think Compact. Think Compact.
Think Compact.

Think
 Com

p
a
ct
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ケーススタディ：軽自動車メーカー�

商品カタログ ブランドヴォイス試案�
A4サイズからCDサイズへ�

m
ov

e
na

ke
d

m
ov

e

te
rio

s
m

ira

at
ra

i

Think Compact.
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ケーススタディ：軽自動車メーカー 

"Think Compact"キャンペーン試案 

  
 

Think Compact.
“コンパクト宣言” 

ダイハツの車はすべてコンパクトです。 

「コンパクト」は単なる「スモール」とは違います。 

「コンパクト」は年齢も性別も選びません。 

国籍や職業、地位も問いません。 

無駄なものを削ぎ落としたシンプルなスタイル。 

だから、乗る人のスタイルが見えてきます。 

「コンパクト」には、はっきりした主張があります。 

メッセージがあります。 

人生は楽しむに価する、という。 

いま「コンパクト」は時代であり、 

間違いなくひとつのカルチャーです。 

ダイハツはすべての製品を、自分達の手で企画開発します。 

生産も、流通も、マネジメントも、 

すべてが「コンパクト」です。 

「コンパクト」は一番新しいテクノロジーです。 

ダイハツの思想は一貫しています。 

「コンパクト」というスタイル。 

ダイハツ工業株式会社 
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

www.daihatz.com

お問い合わせとカタログのお申し込みは 

フリーフォン 0070-800-874040 　受付時間月曜～金曜（除く祝祭日）9：00～5：00（除く12：00～13：00） 
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ケーススタディ：軽自動車メーカー 

"Think Compact"キャンペーン試案 

ダイハツの車はすべてコンパクトです。 

「コンパクト」は単なる「スモール」とは違います。 

「コンパクト」には年齢も性別もありません。 

それは、無駄なものを削ぎ落とした、 

「ありのままの自分」ということ。 

だから、乗る人のスタイルが見えてきます。 

「コンパクト」には、はっきりした主張があります。 

メッセージがあります。人生は楽しむに価する、という。 

いま「コンパクト」は時代であり、 

間違いなくひとつのカルチャーです。 

ダイハツはすべての製品を、自分達の手で企画開発します。 

生産も、流通も、マネジメントも、すべてが「コンパクト」です。 

「コンパクト」は一番新しいテクノロジーです。 

ダイハツの思想は一貫しています。高品質を、 

「コンパクト」なプライスで。 

ダイハツ工業株式会社 
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1

www.daihatz.com

お問い合わせとカタログのお申し込みは 

フリーフォン 0070-800-874040 　受付時間月曜～金曜（除く祝祭日）9：00～5：00（除く12：00～13：00） 

 

「コンパクト」を選ぼう。 

Enjoy Compact.




