未来のデザインシリーズ

デザインとテクノロジーで“働き方を科学する”
三井デザインテックの
「共創デザイン」
とは

オフィスやホテル、住宅など幅広い分野のデザインで多数の実績を持つ三井
めて組織や人の生産性向上を促す新サービスを発表した。
デジタルテクノロ

ジーを駆使した
「O2Wall（オズウォール）」
と
「Beacapp Here Pro」
という2
つの新サービスを通して、最先端のオフィスづくりを探った。
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各所に設置されたサイネージを、1台

単位でコントロールできる点も見逃せ
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に合わせてプレイリスト形式で1台ず
性もしっかりコントロールする。

「デジタルサイネージのパネルには、社
内外の情報を自動配信するインフォパ

ネルと、ワーカーが自由に情報検索・閲
用意しています。アプリパネルは画面
にタッチするだけで様々なウェブサー
ビスへのアクセスが可能で、ワーカー
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「O2Wall」の特徴はまだある。モニタ

ーを設置する高さ、ワーカーとの距離
などを計算し、ユニバーサルな視点で
視認性・可読性の高い画面デザインを
制作。オフィス空間に合わせて選べる
背景を用意し、表示コンテンツに興味
を引く動きや演出を施すなど見る人に

配慮したデザインを提供することで、
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三井デザインテック株式会社

TEL 03-6366-3131

デアを基にクライアントの課題への解
決策を提供します。そのために様々な
企業と協力し互いの強みを生かしなが

ら、
新しいオフィス・働き方を提案して、
イノベーション創出の一助になれれば
と考えています」
（岡村さん）
。

https://www.mitsui-designtec.co.jp/

