
Melbourne (Population: 4.34 million)

Melbourne is the second largest city in Australia that 
has been deemed the world’s most livable city as 
well as a popular destination for students studying 
abroad. With events like Melbourne Fashion 
Week and the Australia Open tennis tournament, 
Melbourne is a hub for fashion, culture, and sports.

メルボルン（人口434万人）

オーストラリア第2の都市。世界で最も暮らしやすい都市
に選ばれ、多くの留学生を受け入れている。メルボルン 
ファッション・ウィークやテニスのオーストラリア・オー
プンの開催など、ファッション、文化、スポーツの中心地。
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Mike Staniford is an executive creative director in the 
Sydney office of Landor Associates. He has overall 
responsibility for steering and directing creative 
solutions in the disciplines of packaging, identity, 
print, and environments. He has more than 25 
years of international branding experience and has 
worked in the United Kingdom and Asia Pacific. Mike 
is particularly interested in big ideas that integrate 
branding and design programs where graphical and 
three-dimensional designs come together to deliver 
a total branded experience for consumers.

Landor Associatesシドニー支社のエグゼクティヴ 
クリエイティヴ・ディレクター。パッケージやアイデ
ンティティ、プリント、環境分野のクリエイティヴ・ソ
リューションに関するディレクションを手がけてい
る。25年以上もの国際的なブランディング経験を持
ち、UKやアジア太平洋地域を担当。特に、ブランドと
デザイン・プログラムを統合したアイデアに関心を
持ち、グラフィカルなデザインと3Dデザインが一体と
なったブランド体験を消費者に提供している。

http://landor.com
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+81: How did you come to handle the 
creative aspects of Melbourne? What is your 
role, and what exactly are your main duties 
in those regards?
Mike Staniford(MS): In my role as Executive 
Creative Director, I am responsible for the 
overall effectiveness of the creative idea and 
its execution against all aspects of the brief. 
I direct the team, led by a Creative director, 

to ensure that our work is not only original 
and stunning in its look and feel but that it 
also works as an organizational principle and 
enables the client to succeed in fulfilling its 
business ambition.

+81: Are there any particular design 
concepts for the creative aspects of 
Melbourne? 

MS: That it reflected what the city really stands 
for. For the City of Melbourne project, we 
wanted to create an identity that reflected the 
creative and diverse culture that sits at the 
heart of the city. 

+81: Where did you get the idea for a logo 
and visual identity composed of graphical 
patterns? Share you inspiration with us.

MS: We presented five very different ideas 
initially. Once the client had chosen the idea 
of an iconic M, we explored many different 
typographic styles. To bring to life the 
incredible diversity of the city's activities, 
we created a wireframe within the final M 
and quickly developed the core mark. The 
team then set about developing as many 
derivations of the M as possible, using a broad-

+81：現在、メルボルンのクリエイティヴ
を手がけていますが、その経緯を教えてく
ださい。具体的にどのような活動や役割を
担っているのですか？
Mike Staniford（以下MS）：エグゼクティ
ヴ・クリエイティヴ・ディレクターとして、
有効的なクリエイティヴ・アイデアの立案
や、ブリーフに関する全ての側面の実行を
担当しています。見た目が素晴らしく独創

的であるだけではなく、組織原理としても
機能し、ビジネスに対するクライアントの
願望を達成するため、チームを編成して取
り組んでいます。

+81：メルボルンのクリエイティヴ面につ
いて、デザイン・コンセプトがあれば教え
てください。
MS：メルボルンの本質を明確に表現しま

した。このプロジェクトのために、クリエイ
ティヴでありながらも、都心的で多様な文
化を反映したアイデンティティを目指しま
した。

+81：グラフィカルな模様でロゴやVIを形
成していますが、そのアイデアはどのよう
に生まれたのですか？インスピレーション
源を教えてください。

MS：当初、全く異なる5つのアイデアを提案
しました。クライアントが象徴的なMのア
イデアを選択したため、さまざまなタイポ
グラフィーを探求しました。都市活動にお
けるとてつもない多様性を生かすために、
最終的なMの中にワイヤーフレームを設け、
核となるシンボルを迅速に開発しました。
その後、幅広いカラー・パレットを用いて、
できるだけ多くのMを派生するように設定
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based colour palette. Whatever happened 
geometrically inside the M, the shape of 
the M itself was never compromised, thus 
allowing each and every service, event and 
venue to reflect its own personality, yet still 
remain connected back to the core mark.

+81: Many of the logos are in various 
patterns. Why is this, and what purpose 
does it serve?
MS: Each pattern reflects a different service 
that City of Melbourne provides. 

+81: What do you feel will be the role and 
importance of city branding in the days to 
come?
MS: As cities become more accountable to 
its citizens and seek to attract, commerce, 
tourism and financial sponsorship and 
support, they need to be capable of defining 
who they are and what's on offer. Brand is the 
mechanism to help broadcast and maintain 
the communication of a city's unique idea 
and everything that makes it special. 

したのです。そして、Mの内部の幾何学的な変化
に対しても、M自体の形は決して変えず、あらゆ
るサービス、イベント、場所に合わせて、その個性
を反映させることができました。

+81：さまざまなパターンのロゴがありますが、
その理由や用途を教えてください。
MS：各パターンは、メルボルンが提供する異な
るサービスを反映しています。

+81：これからの時代におけるシティ・ブラン
ディングの役割や重要性について、どのように
捉えていますか？
MS：都市が市民に対してより責任を持ち、誘致、
商取引、観光、財政的なスポンサーシップや支
援を希望する際に、彼らが誰であり、何が提供で
きるのかを定義する能力が必要です。その時に
ブランディングは、都市のユニークなアイデアや
それを特別なものすることができ、コミュニケー
ションを図るためのメカニズムになるのです。
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Joe Napier has worked on a multitude of international brands 
with clients that include P＆G Japan, SC Johnson & Son, and 
Diageo in which collaboration with interdisciplinary agencies 
drove success. His work in innovative brand building has led 
to solutions that embody the key principles of agile brands. 
Joe has helped produce award-winning creative work 
earning him recognition from groups such as D&AD Awards, 
How Design Annual, Effie Awards, Graphis, Clio Awards, and 
the London International Awards.

P＆G Japan、SC Johnson & Son、Diageoといった国際的なブラ
ンドを多数揃え、学際的機関とのコラボレーションで成功を収めて
きた。彼による革新的なブランド構築は、アジャイル・ブランドの
重要な原則を具現化するソリューションに繋がっている。D＆AD、
How Design Annual、Effie Awards、Graphis、Clio Awards、
London International Awardsなどの受賞作品を手がけている。

http://landor.com
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+81: How did you come to handle the creative 
aspects of Covington? What exactly are your 
main duties in those regards?
Joe Napier (JN): In my role as creative director, 
I’m responsible for the overall quality and clarity 
of our design work. I work with my team to 
ensure our designs are aesthetically stunning, 
original, and strategically sound. For the City 
of Covington project, we wanted to capture 
everything that makes Covington the raw and 
beautiful city it is. Some of the designers on our 
team live in the city, so we were able to tap into 
their personal experiences. We also got to know 
the people of the community and the area, and 
used that to inspire the creative direction. 

+81: Your pop logo designs with hands in 
various poses really stand out. What is the 
intent or concept behind them?

JN: One of the most important things about 
destination branding is that the people who live 
in the community feel like it’s theirs. Our idea 
was to create something that could change and 
grow right along with the people. It’s endlessly 
expressive, doing things such as shaking hands, 
giving a thumbs-up, or helping get a job done. 
The mark took on a life of its own, flexing based 
on the message. It helped bring to life the 
colorful, vibrant city that Covington is today.

+81: What were you particular about with the 
visual identity for Covington?
JN: The most important thing when designing 
a city brand is ensuring that it’s relevant and 
compelling enough for people to embrace it. 
I was very particular about designing a living, 
breathing system that could modulate—one that 
people could have fun with.

+81：現在、コヴィントン市のクリエイティ
ヴを手がけていますが、その経緯や活動内
容を教えてください。
Joe Napier（以下JN）：コヴィントン市の
プロジェクトは、同市の素晴らしさや美しさ
といった、全てを捉えたいと思い、デザイン 
チームの何人かはコヴィントン市に住み、 
彼らのパーソナルな経験も取り入れました。
クリエイティヴ・ディレクションのヒントを
得るために、コミュニティーや地域の人々を
知ることに努めたのです。

+81：さまざまなポージングをしたポップ
な 手 のロゴ・デ ザイン が 特 徴 的 です が、 
その意図やコンセプトを教えてください。
JN：ブランディングについて最も重要なこ
とのひとつは、そのコミュニティーに住む
人々が自分たちのものだと感じることです。

我々のアイデアとしては、人々と共に、ロゴが
変化し、成長する何かを作り上げることでし
た。握手したり、親指を立てたり、仕事の手
助けになるなど、無限に表現ができます。こ
のマークは、それ自体が独立したものです
が、メッセージに基づいた柔軟性を持ってい
ます。現在のコヴィントン市において、色彩
豊かで活気がある街として、命を吹き込む手
助けになりましたね。

+81：コヴィントン市のVIでこだわった点を
教えてください。
JN：シティ・ブランディングを手がける上で、
人々に受け入れられるためには、街に関連性
があり、とても魅力的であることが非常に大
切です。誰もが楽しめるだけでなく、生き生
きとして、空気が変わるようなデザインにこ
だわりました。

A_ City of Covington Kentucky
 poster

B_ City of Covington Kentucky
 signage & wall graphic

C_ City of Covington Kentucky
 Business card

D_ City of Covington Kentucky
 Monfol

E_ City of Covington Kentucky
 Garbage can

F_ City of Covington Kentucky
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Covington (Population: 43,000)

Located in northern Kentucky just opposite 
the Ohio River from Cincinnati, Ohio 
(pop: 300,000), Covington has grown as a 
bedroom community for those commuting 
across the bridge.

コビントン（人口4万3千人）

ケンタッキー州北部に位置する都市。オハイオ
州シンシナティ市（人口30万人）のオハイオ川の
対岸にあり、吊り橋で結ばれたシンシナティに
通勤する郊外住宅地として発展している。
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