
【基本情報】                                 2020 年 5 月 25 日現在 

氏名（フリガナ） パッケ伊東  ( パッケ イトウ ) 

職名 教授 

学位 学士 

専門分野 パッケージデザイン、アドバタイジング、グラフィックデ

ザイン、マーケティング、シンボル・ロゴタイプデザイン、

イラストレーション、トータル・ブランディング・デザイ

ン、カルグラフィー・アート（筆文字）、IC デザイン、店

舗ファサードデザイン、Web デザイン・プログラム 

現在の研究課題 ・パッケージデザイン的な 広告手法 

・メディア媒体としての WebデザインとInstagram（イン

スタグラム） 

・たのしさとおいしさとかわいらしさの『インスタ映え（ス

テキ・オシャレに映える）』トレンド・フォトグラフ撮影

手法 

・マーケティングにおけるパッケージングとWebプログラ

ム、売れるモノの研究 

・店舗イートインコーナーの『趣（おもむき）』のコンパ

クト化 

・言葉の語源イメージのアイコン化と記号化 

所属学会 社団法人日本パッケージデザイン協会 （1980～2019） 

担当科目 食べ・ストラテデザイン実習  

デジタルデザイン演習  

マーケティング概論  

店舗空間デザイン演習  

グラフィックソフト実習  

教養基礎演習 

デザイン作品に関する事項 

【パッケージデザイン】 

制昨年 商品名 
デザイン／ディ

レクション 
発売元会社名 

 

 

 

・味の素 アルギン Z 

・明治乳業 ギフト 

・メルシャン ワインボックス 

デザイン  

デザイン  

デザイン  

味の素 株式会社  

明治乳業 株式会社  

メルシャン 株式会社  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Your 資生堂ハッピーテーブル 

・三楽焼酎 Van 

・カルピス ファンシーギフト 

・ライオン トップ   

・資生堂 ギムネマ   

・トワイイニング 紅茶ギフト   

・メルシャン セレクト   

・シャトーメルシャン社   

・コカコーラ サムソン V   

 

・軽井沢 12 年貯蔵ウィスキー   

・メルシャン ボンマルシェ  

・資生堂 花時間ギフト   

・メルシャン ビストロ   

・メルシャン 牛乳で飲むお酒  

・白水 こしひかり   

・プリンススコッチ 18 年   

・メルシャン 焼酎樽   

・甲州シュール・リー   

・ガルガンチュワ ロゴ・CI   

 

・神田精養軒 ロゴ・CI   

・フジカラーポストカード   

 

・白水ブランドアイデンティティー   

・花王ヘアカラー プリティア   

・花王 ヘルシア バラエティー   

・いなば食品 ブランディング  

・ペットフード ブランディング 

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

 

デザイン  

デザイン  

ディレクション  

デザイン  

ディレクション  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

デザイン  

ディレクション  

 

ディレクション  

ディレクション  

 

ディレクション  

ディレクション  

ディレクション  

ディレクション  

ディレクション 

株式会社 資生堂  

三楽オーシャン 株式会社  

カルピス 株式会社  

ライオン 株式会社  

株式会社 資生堂  

片岡物産 株式会社  

メルシャン 株式会社  

メルシャン 株式会社  

コカコーラボトラーズ 株

式会社  

メルシャン 株式会社  

メルシャン 株式会社  

株式会社 資生堂  

メルシャン 株式会社  

メルシャン 株式会社  

メルシャン 株式会社  

プリンスホテル  

メルシャン 株式会社  

メルシャン 株式会社  

帝国ホテル・ガルガンチュ

ワ  

株式会社 神田精養軒  

富士写真フイルム 株式会

社  

メルシャン 株式会社  

花王 株式会社  

花王 株式会社  

いなば食品 株式会社  

いなばペットフード 株式

会社 

 

 

 

 



研究業績等に関する事項  

【デザイン受賞歴】 

制作年 商 品 名／大 会 名 
デ ザ イ ン ／  

ディレクション 
主 催 者 

 

・東京国際女子マラソン大会 

・共石 21(シリーズ) 

・資生堂 NIGI 

 

 

・宝 宝寿 

・メルシャン ワインミニ 

・メルシャン 

セレクションドール 

・メルシャン 

白水ブランド米シリーズ  

・メルシャン 

白水 / 楽の書カリグラフィー 

デザイン  

デザイン   

ディレクション   

 

 

デザイン  

デザイン  

ディレクション  

 

デザイン  

 

書家 

大会のコンペディション   

ClioAward:  

クリオ賞 受賞 (米国中心のパ

ッケージ  デザイン  コンテス

ト)   

JPC 通商産業省  生活産業局

長賞 受賞   

JPC 食品部門賞 受賞   

工業技術院賞 受賞   

アルコール部門賞 受賞   

JPC 通商産業省  生活産業局

長賞 受賞   

芸術公論 アートシーン日本芸

術撰賞 

【教育・職務に関する履歴】 

期  間 職   名 

 

1977 年 4 月～2006 年 5 月 

2006 年 6 月～2019 年 

1998 年 8 月～2014 年 4 月 

 

2000 年 12 月～2007 年 3 月 

2003 年 4 月～2019 年 3 月 

2018 年 9 月～2020 年 3 月 

 

株式会社デザインマック 取締役デザイン室長 

株式会社ライディーン 代表取締役社長 

日本大学芸術学部デザイン学科パッケージデザイン＆ゼミナール講

師 

国立法人筑波技術短期大学デザイン学科 非常勤講師 

日本大学生物資源科学部 ビジネス学科 非常勤講師  

愛国学園短期大学 生活デザイン 非常勤講師 

 

 

 


