はらだ みやび

イキルキヅキ文庫

思考のしくみに触れる
聴くリトリート

facebook

人の話しと気づきの手帖
ときどき紹介。

オンライン上の実家
人のつながりが見える場所

個人事業の日々を綴る
居心地手帖

はらだみやび
個人アカウント

お願いします

思考とキヅキと
ときどきコバナシ。

NOTE

><

ひとことメッセージ

静岡県三島市出身、神奈川県鎌倉市在住。想いの源をデザインする Organic Design を行う。心と身体が整っていくリトリート事業・持
続可能な未来をつくるウェルネス事業を、デザインで支援したいと考えているブランドイメージデザイナー。グラフィックレコーダー、
一般社団法人思考の学校 上級認定講師。モットーは〈 いつかどこかで、をいまここにもってくる〉こと。20 歳までの４度の手術・入退院
の経験を通して 目に見えないエネルギーや本来の自分らしく生きる体験に興味を持つ。持ち前の「伝えたがり」精神を生かして広報企画・
イメージ発信支援をしている。

l i tl i nk

LINE
ほやほやの情報、
知って欲しい情報が届く場所

思考のしくみ講師活動
公式 LINE

なんだかんだで
最新情報がわかる場所。

はらだみやび
発信媒体一覧

心と身体が整っていくリトリート事業・ウェルネス事業
オーガニック 、地球環境を考える循環型社会を実現する
自然派なソーシャルアントレプレナーをデザイン・広報で支援する

Earth Green Agency
自然栽培を育てる食育・農育のスペシャリスト「ビオマスター講座」受講中。
プロボノ支援 半年に１枠 各種サービスを無償で提供しています。

富士山のふもとで農業・ごみ拾いをするボランティアに参加したことをきっかけに、
大学期間中に ニュージーランドへ留学、WWOOF を 8 ヶ月経験。
やぎと羊、酪農、ベジ 各種ファームを訪れる。

映画「みそをつくる子どもたち いただきます」映画上映会を主催。計 200 名以上の方が来場。

やりたいこと（will）や可能性（able）を可視化する（vi）

info@vilabledesign.com

https://vilabledesign.com

想 い の 源 を デ ザ イ ン す る

Organical Design
持続可能な未来をつくるリトリート事業を
デザインで有機的に支援する
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ブランドイメージ構築パック
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事業の「印象」をつくり、サービスに存在感を与える

2021

１ヶ月で集中完成パック

2022

D

ご自身の事業に イメージ（印象）を与え、サービスに存在感を与えていくメニューです。
ロゴ・サービスの世界観イメージを制作していきます。世界観に沿った 名刺・パンフレット・
ブログヘッダー画像、facebook 背景画像・公式 LINE のリッチメニュー画像制作、リンクツリー
設定を行います。

発信媒体のデザイン

ESIGN

１件 / 165,000 円〜

ブランドイメージデザイン構築パック

（法人価格は＋110,000 円〜になります）
オプション

スピードスタートパック

Organical
Image
Design

事業スタート
応援メニュー

月に１件 ご予約受付中

聞き書きライティング

撮影＋ディレクション

90 分 16,500 円

オリジナルロゴ制作

ホームページ制作

200 枚 /5,5 万円

44,000 円

110,000 円 ~

掲載するメニュー内容など
プロフィールやサービス紹
の文字起こしの代行希望の場 介に必要な撮影を行います。
合は、別途聞き書きメニュー オンラインサービス実施の場
をご用意しています。専門ラ 合も撮影を推奨しています。
イターではありません。あら 〔別途〕スタジオレンタル料
かじめご了承ください。
金・カメラマン交通費 etc.

基本パックに入っているロ
ゴは 商業利用可能な素材の
組み合わせによって制作を行
います。オリジナルロゴを制
作する場合は ＋２週間必要
となります。

ホームページが必要な場合
は、wordpress のテーマカ
スタマイズを行う形で制作を
承ることも可能です。SEO
対策やセールスライティング
は範囲に含まれていません。

ご紹介が広がる事業ブランディング

Connecting the dots.

期間：４ヶ月〜８ヶ月
上記オプションはメニュー内に含まれています。

１件 / 580,000 円〜

ブランドイメージ構築お申し込みのお客様向け

単発開催
月２件

サービスの成長に手を添える企画デザイン

企画＆デザイン伴走サポート

ビジネスの種の芽を出すグラレコ

ビジュアルヒアリング
申し込み・ご感想はコチラ

ビジュアルヒアリング

ブランドイメージ構築パックによって出来上がったサービ
スイメージを育てていくメニューです。月に１〜２回 方向性
を明らかにしたり、お客さんに出逢うための施策を検討して
企画のイメージを作成します。パンフレットやホームページ
の更新も行います。
（変更範囲により 別途見積が必要な場合もあります）

ずっと頭の中に描いている想い起点の
サービスを聞き書きするメニューです。
模造紙 or iPad 上に絵と文字を使って描き
ながら思考を深めたり想像力を高めたりす
るシートになります。（構築パックのヒア
リングも同様の形式で行います）

スタンダードプラン

月 2 回 40 分 デザインコンサル
＋デザイン制作 4 時間

4.4 万円 ×6 ヶ月

ライトプラン

月 1 回 50 分 デザインコンサル
＋デザイン制作 2 時間
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3.3 万円 ×6 ヶ月
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小さな会社の
広報室
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ブランドイメージ構築お申し込みのお客様向け

思考のしくみ講座

小さな会社の広報室

大好きな仕事で豊かになるために見直す思考の講座

“あなたに逢いたかった” と言われる出逢いをつくる広報デザイン支援

▶思考の学校の講座 ステップの図

３ヶ月実践講座 165,000 円

基礎講座 3 時間 33,000 円

体験講座 2 時間 3,300 円

思考のしくみ
各種講座ご案内

いつかどこかでを いまここに 現実化支援

個人業のオーナーシップを育てる 思考のしくみ

デザインが出来上がって、しくみができあがれば順調に売れるかというと、そう
ではないこともあります。自分らしい仕事に本腰を入れるぞ！と決めた矢先に、
時間を奪われる出来事が起きたり、クレーマーや値引きするお客様が現れたり、
メンタルが落ち込んだり、発疹が怖かったり。これらの現実もご自身がつくりだ
しています。また「自分が 100% 例外なく現実をつくっている」とみる力を手
にできることは、経営者マインドを育てることにもつながります。潜在意識を取
り扱う講座の中で、当講座は とても「シンプルでかつ実践的」。
一般社団法人 思考の学校 上級認定講師でもあるはらだみやびが、定期的に各
種講座を開催しています。思考を見直して事業が大幅に拡大された方や、臨時収
入、パートナーからの応援されるようになった変化など 多数寄せられています。

心と身体が整っていくリトリート事業、本来の自分らしく生きるウェルネス事業
を行う個人事業・ひとり会社から、少数企業チームの企画・広報力を上げるデザ
イン支援メニューです。
・ミーティング 月４回 各 30 分 ~1 時間
（臨機応変に打ち合わせ対応あり）
・企画・新規デザイン作業 週 3 時間
・申込受付サイト設定＆管理サポート、メイン SNS 発信運用
- 新規企画 同行 アプローチ、打ち合わせ資料作成 etc. 応相談

マンツーマン

広報デザイン MTG 後の発信やイベント制作、企画実行
などをはらだが担います。vilable design のメンバーが
一部事務管理をサポートいたします。

チーム型

ご本人＋秘書 / 事務の方と一緒にチームで行います。
広報デザイン MTG 後の発信や管理受付はチームの方に
行っていただき、企画のディレクションを行います。

基礎講座受講以降の方向け
イベントも多数開催しています

「どんどん楽しくなる仕事編」
「お金の制限を外す講座」
「幸せなパートナーシップ編」など 開催しています

ブランドイメージ構築お申し込みのお客様向け

社会活動の視点を強化し４方よしを実現する PR 支援

メディア掲載を目指す PR サポート

SNS 発信だけでなく、雑誌や WEB メディア、新聞・テレビなどに掲載される機会をつくるマスメディアへのアプロー
チ支援になります。代行メニューもございますが、掲載の成果をお約束するものではありません。お客様とチームに
なり掲載へのお力に全力投球させていただくメニューになります。
ライトプラン
PR 設計＋プレスリリース作成１件
メディア選定
適切な 10 媒体に丁寧に送付
5.5 万円 ×4 ヶ月 ~

スタンダードプラン
PR 設計＋プレスリリース作成１件
メディア選定 / 記者クラブ訪問
適切な 10 媒体に丁寧に送付
3 社へ直接アプローチ
11.1 万円 ×4 ヶ月 ~

スタンダードプラン
PR 設計
プレスリリース作成サポート
メディア選定、媒体送付サポート
※PR パーソンが必要となります
3.3 万円 ×4 ヶ月 ~

６ヶ月契約〜

110,000 円 / 月
６ヶ月契約〜

66,000 円 / 月

