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【１】業務の概要
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1-1 業務の目的と内容

• アイヌ伝統工芸が現代に継承される平取町において、アイヌ

工芸品の需要拡大に対応した様々な販売方法の検討と販売体

制の構築など、さらにそれらの動きに対応した商標管理のあ

り方の調査と管理体制の検討、また、アイヌ文化も現代の生

活様式や多様な消費者ニーズに対応していくために、デザイ

ナーとのコラボレーションに商品開発等の取組みを通じて、

新たな発想を取り込むことでアイヌ工芸の発展と販路拡大を

図ることを目的とする。

（1） 業務目的 （2） 業務の内容

（１）アイヌ工芸品の販売に関する現状把握及び課題の整理

（２）伝統工芸品の販売方法と販売体制に関する事例調査

（３）アイヌ工芸品の販売促進に関する方向性と今後の仕組みの検討

（４）アイヌ工芸品の商品開発等の現状把握

（５）デザイナーとのコラボレーションの事例調査

（６）デザイナーとのコラボレーションの方向性の検討

（７）デザイナーとのコラボレーションの実施計画の立案

（８）デザイナーとの連絡調整
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• アイヌ工芸品等を取り巻く現状の把握と今後の課題を整理し、

伝統工芸品における商標登録や商標の管理運用について検討

する。また、今後のアイヌ伝統工芸品の販売体制について方

向性を検討する。

• さらに、アイヌ伝統工芸と伝代的なデザイナー・クリエイ

ターとマッチングしアイヌ伝統工芸の新たな商品化を目指す

ことを目的とした事業。

（2） 事業概要



1-2 事業の推進に向けた視点
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 平取町のアイヌ伝統工芸は、2013年に「二風谷イタ」と「二風谷アットゥシ」が道内唯一の「伝統的工芸品」に指定されるなど（経済産業省指定）、その伝

統的技術や技法、歴史文化性や固有性について、高い評価が確立されている。

 平成27年度に二風谷民芸組合が実施した「意匠開発事業におけるニーズ調査」でも、全国の伝統的工芸品の展示・ 販売を行っている「伝統工芸青山

スクエア」をはじめ、二風谷イタ、二風谷アットゥシの企画展を開催した東京のギャラリーやショップ等でも、固有の文化と技術、アイヌ文様等について、高

い評価を得ている。

 しかしながら、伝統的工芸品の専門家や愛好家等の間では高く評価されつつも、一般顧客等には、アイヌの伝統文化に関する認知度が不足しており、

伝統工芸の背景となっている二風谷の歴史文化のストーリーをしっかりと訴求し、認知度を底上げしていく取組が重要との課題が指摘されている。

 また、道内唯一の国指定の 「伝統的工芸品」としての知名度が不足し、その優位性が十分生かされていない面があり、足元の道内における認知度や

存在感を高めていく取組も重要である。

 加えて、伝統的技術やアイヌ文様と現代的なデザインやライフスタイル等を融合して、「生活に取り込む二風谷アート」をコンセプトとした商品開発を

展開し、アイヌ伝統工芸の新たな市場開発、顧客層と販路の拡大、後継者の育成等に取り組んでいくことも重要なアプローチとなる。

 これらの課題や視点等を踏まえ、アイヌ伝統工芸のブランド化を推進する上では、伝統的工芸品だけではなく、観光・ 農業・食文化等を含めたアイヌ文

化ツーリズムと連携した地域ブランド戦略の展開を視野に入れた取組や仕組みづ くりが必要である。

 二風谷コタンや沙流川流域を中心とするアイヌの伝統文化は、世界的にも希少な文化価値を有しており、これらの地域固有の価値と歴史文化のストー

リーを戦略的に発信し、アイヌ文化ツーリズムとアイヌ伝統工芸の商品開発とマーケティングを一体的に展開していくことにより、ブランド力の向上と販

売促進に向けた相乗効果を発揮することが重要と考える。



1-3 地域ブランド戦略の展開イメージ

アイヌ伝統文化
の認知度向上

歴史文化ストーリーの発信

アイヌの伝統文化と技術

道内唯一の伝統的工芸品

工芸家と工房の集積

二風谷アートの発信

アイヌ伝統工芸
ツアーの展開

二風谷コタンと匠の道

工房見学・作家交流

ウレシパ製作体験

製品展示・販売

ファン層拡大

展示・販売拠点
の形成

常設ギャラリー＆ショップ

札幌・新千歳空港・東京

ウポポイとの連携

既存ギャラリーとの連携

企画展等の開催

販路拡大と
市場開発

産地ツーリズムの拡大

販売拠点・店舗の開拓

コラボ商品の開発・販売

オーダー商品の拡大

ネット販売・海外展開

生活に取り込む
商品の開発

生活にとけこむアート製品

実用的で低価格の小物類

贈答品ニーズの開拓

産地ツーリズムとの連携

顧客層のすそ野拡大

デザイナーとの
コラボレーション

作家とデザイナーの共同

伝統的素材と技術の活用

新商品開発・デザイン開発

ワークショップ等の開催

プロジェクトの情報発信

商品情報
イベント情報

共同商品開発
ワークショップ

伝統的工芸品の価値観の訴求
多様な顧客層との接点の拡大

伝統的工芸品の商品開発の訴求
主要拠点の展示販売機能の整備

人材の
育成・確保

アイヌ伝統工芸に関わる歴史的経緯と現代につながる人々の営みのストーリーをもとに、人材の育成を継続的に行いながら、伝統の継承とともに現代にもマッチし た商品開
発や販売拠点・体制の構築を通じて、販路拡大と市場開発を行っていく戦略を展開し、沙流川流域のアイヌ文化、アイヌ工芸のブランド化を確立する。
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【２】アイヌ工芸品の商品開発及び販売の現状と課題
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＜二風谷工芸館の年度別売上高の推移＞

2-1 アイヌ工芸品の生産と販売の現況
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（1） すそ野となる商品づくりと後継者育成の取組

• 昭和50年当時の北海道観光のブームが去り、モノの価値感が多様化した現在、
高価な工芸品は一部の愛好家以外の人々が購入することが少なくなっている。

• 一方、現在まで、20～30年以上の経験を有する工芸家が作る作品は、一定の
価格以上の商品が中心であり、平取町立二風谷アイヌ文化博物館を訪れる修学
旅行生や個人旅行者が身近に購入できる商品が必ずしも多いとは言えない商品
構成になっている。

• そのため、「伝統的工芸品」等の品質と美術性も備えた作品を頂点とし、それらの
すそ野に贈答品やお土産、日常品の商品構成の広がりを作っていくことによって、
伝統的工芸品産業のピラミッド構造の形成を目指し、すそ野となる商品づくりに若
手後継者が従事することで、製作経験を蓄積するまでの雇用の場となるよう取り
組みが進められている。

（出典：二風谷民芸組合 平成31年度年次総会資料）

（2） 伝統的工芸品の指定による効果

• 二風谷民芸組合（現在の組合員数：27名）に所属する工芸家が制作する商品は、
各工芸家が開拓した個人のルート（顧客、土産物店、卸問屋、行政等）、自らが
運営する民芸店、平取町アイヌ文化情報センター内の二風谷工芸館、道内外で
開催されるイベント、道内外の百貨店やセレクトショップでの催事などで販売され
ている。

• 二風谷民芸組合へのヒアリングによると、2013(平成25)年の経済産業大臣によ
る「二風谷イタ」「二風谷アットゥシ」の伝統的工芸品の指定以降、売上高は1.5倍
程度の増加傾向にあり、伝統的工芸品の指定による効果が表れている。

【高級品・芸術品レベル】

【贈答品レベル】

【日常品・土産品レベル】

＜二風谷における伝統的工芸品産業の形成イメージ＞

（伝統的工芸品）
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＜北海道大学総合博物館

ミュージアムショップぽとろ

での販売＞

＜2019年8月号 雑誌『男の隠れ家』 誌上通信販売の掲載ページ＞

（3） ミュージアムショップと通販の取り組み

•現状は、札幌や東京等に二風谷のアイヌ伝統工芸品を購入できる常設の販売拠点がないが、昨年から北海道大学総合博物館内のミュージアムショッ
プ「ぽとろ」で、二風谷イタなどの商品を買取販売で店頭に置き、二風谷民芸組合で年に数度の注文を受けている。

•また、2016(平成28)年12月に発行された雑誌『時空旅人別冊今こそ知りたいアイヌ』に通販ページが設けられて通販が行われており、何度かの注文を
受けているほか、2019(令和元)年8月に雑誌『男の隠れ家』に通販ページが設けられ、現在、組合員の作品の誌上通販が行われている。その他、工芸
家個人の通販ページへの出品も以前から行われている。

二風谷イタの販売

＜2017年4月26日－5月8日 丸井今井札幌本店での展示販売＞

０７

2-1 アイヌ工芸品の生産と販売の現況（2）



＜工芸家個人による商品開発の取組（抜粋）＞

2-2 二風谷民芸組合等における商品開発の取り組み

＜2018(平成30)年度
二風谷民芸組合 開発試作品＞

＜2019(令和元)年度
二風谷民芸組合 開発品＞

• 二風谷民芸組合では、所属する工芸家がそれぞれの創意工夫により、伝統を活かした商品開発を行っている。

• 平取町では、2012(平成24)年に平取町地域活性化協議会を設立し、厚生労働省から「実践型地域雇用創造事業」の委託を受け、地域資源を活かし
た雇用の創出、地域活性化の一環で、アイヌ伝統工芸を活かした商品開発に取り組んできている。

• また、2014(平成26)年のびらとり温泉ゆからの新築にあたり、アイヌ文様が室内装飾にふんだんに取り入れられ、観光客や町民が訪れる空間において、
現代生活に伝統工芸の技術が息づいていることが具体的に示され、改めて平取町の魅力として認識されるようになっている。

• その後、2016(平成28)年度に、地方創生加速化交付金事業を用いて、平取町ではレーザー彫刻機を購入して平取町民芸品共同作業場に設置し、二
風谷民芸組合員ならびに平取町地域活性化協議会職員が中心となって、レーザー彫刻機を用いた商品開発にも取り組んでいる。

• さらに、2019(平成31)年4月に平取町アイヌ工芸伝承館(ウレシパ)がオープンし、レーザー彫刻機を用いて開発した商品を活用して、アイヌ文様入りマグ
ボトルおよびタンブラー制作体験やアイヌ文様入りペンダント組立体験プログラムを実施している。

レーザー彫刻コースター
（貝澤 守氏 作）

カッティングボード
（高野繁廣氏 作）

アイヌ文様入りネクタイ
（関根真紀氏 作）

アイヌ文様入り
USB木製ケース

アイヌ文様入り木製食器・トレイ
東京2020オリンピック・パラリンピック
公式ライセンス商品 販売中

鹿革カードケース
（関根真紀氏 作）
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会議日時等

•日時： 令和2年3月18日（水）15：30から
•場所： 平取町アイヌ文化情報センター
•参加：
委員）北海道大学メディア・コミュニケーション研究院教授 伊藤直哉氏
委員）北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授 山崎幸治氏
二風谷民芸組合 組合長 貝澤守氏ほか12名
平取町役場 吉原氏 島野主幹

（1）現在の課題と来年度以降のブランド化事業について

• 二風谷のアイヌ伝統工芸品を札幌で購入できるようにと常設店舗設置
要望や 、ウポポイのような施設からは商品卸しの要望がある。

• 優先的に取り組むべきものとして、「アンテナショップ」と「商標登録」。

• 同時に、ブランド化事業の商品開発において、「地元作家とデザイナー」
のコラボレーションも取り組んでいく必要がある。

• そして、それらを販売するための具体的な仕組みと、両者を動かす体制
が必要。体制まで整えられてブランド化できたと言える。

• アンテナショップの実施にあたっては、商品のラインナップや、人を配置
するのか、委託販売で行うのか、広報戦略も決めなくてはならない。

• コシノジュンコ氏には、平取はアイヌ文化が根づくまちとして、どのように発
信していくかなど、まちづくりや景観などへのアドバイスをいただく形での
関わり方もあるかもしれない。

（2）販売について

（販売手数料、商品価格）

• 販売手数料は、高島屋は最も高く35％、伊勢丹は25％。

• カタログ掲載商品については、百貨店であっても売価をカタログ値に揃え
るよう求められている。販売手数料がそこから引かれるため、工芸家の
手取りが少なくなることから、組合としては商品を卸すことが出来なくなる。

• 販売手数料設定の考え方は百貨店（や店舗）で異なり、その多くはこちら
の卸価格に販売手数料を乗せて価格設定をするが、松坂屋だけは全
国一律の価格で、一度公表された価格を変更しないという考えのもと、
カタログに掲載の商品は掲載どおりの価格となる。

• 工芸品のマーケットでは、客層によって高い価格帯のほうは売れ行きが
良いということがあるため、統一価格では難しい。

• 商品価格については、経験に基づいた設定（ランク）ですみ分けできれ
ばと考えているので検討していきたい。同じ商品でも経験等で金額の差
をつけることになるが、このとき、経験の浅い人が生計を立てられる設定
にしなければならない。

（日本の職人展）

• 昨年12月に松坂屋名古屋店の催しに参加したときは、販売位置は良
かったものの売り上げは良い印象を持たなかったが、良いPRの場には
なった。名古屋では職人同士の交流が出来た。

• 会場では他の職人から「職人展」の売れ行きが良いことと、またその中で
も『松屋銀座』で開催されるものが最も良いとの情報を得た。来年度以
降の展示販売の場として視野に入れたら良い。

• 会場づくりには、メインビジュアルとなる大物（例、30万円くらいの着物）を
入口付近に展示するとアイキャッチになる。単に小物を並べているだけ
では難しい。

（3）商標登録等と知的財産について

• 商標登録の権利期間は10年、登録区分数は任意。区分数ごとに費用
がかかるため、数量に比例して権利は守られるが、その分費用もかさむ。

• 登録対象を何にするのかがポイントであり、非常に難しい。アイヌ文様を
知的財産として登録するのか、アイヌ文様を施した商品にするのか。

• アイヌ文様が勝手に使われていることへの懸念もある一方で、色々なと
ころで使われることをメリットと捉える見かたもある。何をどのように登録す
るのかが難題。

０９
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• アイヌ文様をどのような括りで登録するのか難しいが、二風谷オリジナル
の文様がついたモノ（商品）がいいのではないか。他の地域とのハレー
ションも起こり難くいと思われ、また、すみ分けも出来るのではないか。

• 二風谷の共通した作品は有るようで無い。アイヌ文様にはパターンの
ルールはあるが、実際は作家ごとに登録するのかなどを決めなくてはな
らない。

• 個人で登録するものに交付金が使えるかは不確かだが、二風谷は恐らく
組合として出すことになるのではないかと思う。

• イタやアットゥシ以外、例えばマキリやニマでも登録はできるが、ポイントは、
具体案件になった際にビジネスに活用できるかということ。商標登録をビ
ジネス的に活用する“攻め”と捉えるか、コピー品の排除を目的とした“守
り”と捉えるか。どちらで進めるのか、作家によって考え方が異なると思う
ので、まず、組合内でのコンセンサスをはかることが重要。弁理士に相談
しながら行うのでテクニカル的には解決できる。

• 現時点で、アイヌ文様を別の地域（団体）が勝手に登録する心配につい
ては、必ずしも協会を通すとは限らないので不明。ただ、協会としては、
先行して取り組んでいる平取が、自らのルールで登録されると困るという
本音はある。平取が地域産品、地域ブランドとして進み、例えば店舗に
平取だけの商品しか扱っていないような状況は避けたい。できれば、
様々な地域のアイヌのモノが置いてあるのが望ましいと、協会側は思っ
ている。

• 阿寒の動きは、商品企画にアイヌの作家が入って、マージンを支払う従
来のスキームで登録などはされていない。仮に、このような状況に統一
のルールが存在すると登録商標が絡んでくることになる。

（伝統証紙）

• 二風谷イタ、二風谷アットゥシについて、名称と通し番号が記載された
バージョンがあったが、当時は印刷数量（使い切れない）と費用が折り合
わず断念。その後、使いやすいバージョンが整備されたため、申請を進
めていたが、先方の確認待ちのままとなっていた。・

• 今回あらためて相談した結果、当時の様式で再度提出し、精査してもら
うことになっている。

• 伝統証紙の具体化に最も早く手を着けるのがブランド化としては得策で
はないだろうか。

（その他）

• パンフレット等は、英語、中国語・繁体字、ロシア語の用意はある。

• 今後は、パンフレットだけでなく、ホームページも含めて多言語化していっ
た方が良いのではないか。

• 他の伝統工芸品産地は、ポスター製作をしてPRしている。平取も必要で
はないかと考え、次年度の伝統的工芸品産業補助金の事業計画に組
み入れている。

• この事業は結果が問われるし、予算規模も大きい。これをチャンスとして
捉えて、覚悟を持って取り組んでいかないといけなのではないかと思う。
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2-3 アイヌ工芸品に関する販売サイドの評価と課題

2013（平成25）年に「二風谷イタ」、「二風谷アットゥシ」が伝統的工芸品に指定された後、東京において企画展示・販売を実施した事業者（７店舗）を対象
に、二風谷民芸組合が2016（平成28）年3月に行ったヒアリング内容を踏まえ、アイヌ工芸品に関する販売サイドの評価等を分析する。

１１

評価のポイント 課題のポイント

• 企画展来場者のアイヌ伝統工芸品に対する関心・興味は非常に強く、独
特の世界観や歴史と技術の高さは、来場者の評価も高い

• 特に、アイヌ文様は特異性があり、デザインとしても美しく、ユニークなため、
民芸や工芸に造詣の深い人々には魅力的で、強い印象を与える

• また、企画展で展示した着物に対して来場者が強い感銘を受けるなど、存
在感があり、総じて来場者には好評である

• 二風谷の工芸品は、素材・技術・デザイン性が高く、歴史的なストーリー性
もあり、「国指定の伝統的工芸品」としてのブランド力をもつ

• 企画展は好評だったが、商品はあまり売れておらず、展示が販売につな
がっていない印象が強い

• 手の込んだ良質な工芸品はどうしても高価格になるが、市場のトレンドは、
高額商品を販売するのが難しい環境にある

• 二風谷の伝統的工芸品の歴史性や希少性などを十分に理解してもらわ
ないと高額商品を販売するのは難しい

⚫ 二風谷の伝統的工芸品やアイヌ文様に対する関心・評価は高いが、「展示」の好評が「販売」につながっていない

⚫ 民芸や工芸に造詣の深い人々には魅力的な商品であるが、市場全体のトレンドとして、高価格帯の工芸品の販売は難しい環境にある

（1） 企画展示・販売に関する全般的評価



１２

評価のポイント 課題のポイント

• 二風谷の貝澤徹氏作の「樹布」などのように、伝統文化と現代的デザイン
が融合した創造性の高い商品は総じて人気が高い

• 伝統技術と現代的デザインのコラボレーションで商品開発を展開すると、
新しい販路が開ける可能性がある

• 若者世代からの評価があり、伝統文化や民族性を大事にしているデザイ
ナーやファッションブランドを巻き込むと良い

• 二風谷イタの購入者は工芸品の愛好家が多く、一般顧客はコースター等
の低価格の小物を手に取ることが多い

• 素材が素朴でも、作り手の背景やストーリーをしっかりと伝えると、高額商品
でも購買意欲を刺激することができる

• 二風谷アットゥシも小物が販売につながることが多く、市場全体のニーズと
しては、タペストリー・テーブルクロス・ストール等が売れ筋である

• 最近の市場トレンドは、本物の「手技」の入ったもの、例えば、刺繍を取り入
れたファッションであり、アイヌ文様はそのモチーフとしてユニークである

• 二風谷の伝統工芸品の文化性や固有性が十分に認識されていないこと
が課題である

• 二風谷の工芸家と、デザイナーやプロデューサー等が協力して、現代の生
活に溶け込む商品開発を展開する必要がある

• アイヌ文様の歴史・文化のストーリーは商品の付加価値にとって重要であ
るが、それをデザインにどう取り入れるのかという工夫が必要

• ブライダル業界や建築業界などを巻き込み、結婚式の引き出物や新築祝
いなどの慶事市場に売り込んではどうか

• 地元企業でも贈答品ニーズがあるが、道内唯一の伝統的工芸品である二
風谷イタやアットゥシが十分に知られていない

• 二風谷イタと二風谷アットゥシを伝統的工芸品の頂点としつつ、顧客のニー
ズに沿った遊び心のある商品づくりも必要

• アクセサリーや衣類等のファッションは売れるが、器は売れない時代になっ
ており、常に新しいものを作り出していかないと発展性はない

⚫ 二風谷の工芸家とデザイナー・プロデューサー等が協力し、伝統文化と現代的デザインが融合した商品開発を展開することが望ましい

⚫ 道内唯一の国指定の伝統的工芸品としての知名度を確立し、地元の慶事需要や贈答品需要など、足元の市場を開拓することが必要である

⚫ アイヌ文様の歴史性・文化性・デザイン性を生かし、市場のトレンドやニーズに対応した生活に溶け込む商品づくりを継続することが重要である

（2） 市場ニーズ・商品開発に関する評価等

2-3 アイヌ工芸品に関する販売サイドの評価と課題（2）
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評価のポイント 課題のポイント

• 二風谷の伝統的工芸品は、アイヌ文化の発信力を高める上でも、東京の
ギャラリー・ショップ等に継続的に出展・出品した方が良い

• また、見本市や展示会、ギフトショー等に積極的に参加したり、バイヤーを
産地に招待するなど、バイヤーとの接触機会を広げることも重要である

• 在住外国人やインバウンド向けの販売をねらうのであれば、東京での企画
展や販促イベント、アンテナショップ等の展開が必要である

• 「家庭画報」や「ソトコト」などの雑誌媒体と連携して、二風谷の歴史文化・
伝統技術・制作工程等をしっかりと伝えるＰＲ活動が効果的である

• 二風谷で若いアーティストのワークショップを展開するなど、二風谷の文化
や魅力を発信していく仕掛けが重要である

• 直接的な販促活動ではないが、アイヌ文化に関する理解や認知度を高め
るための企画展やイベント等を展開することが必要である

• 二風谷に行かなければ現物を手に取れないという付加価値の高め方はあ
るが、顧客に近いところに常設展示・販売拠点が求められる

• 近年、百貨店は工芸品の売場や展示等を縮小しており、伝統文化や技術
を大切にする専門的なギャラリー・ショップへの出展を考えるべき

• 企画展の集客効果を高める上では、「北海道展」を前面に打ち出した仕立
てとし、その中で伝統的工芸品としての存在感をアピールしてはどうか

• 二風谷の伝統的工芸品のプロモーションを展開する上で、商品そのものよ
りも二風谷の文化の魅力に注目を集める方が効果的である

⚫ 東京などのギャラリー・ショップを活用し、二風谷の伝統的工芸品を手に取ることのできる常設展示・販売拠点を開設することが望ましい

⚫ アイヌ文化の発信力を高める企画展などを継続的に展開するほか、バイヤーとの接触機会を広げる活動を積極的に展開すべきである

⚫ 伝統的工芸品の背景をしっかりと伝え、二風谷の文化の魅力を発信するためのプロモーション活動を継続的に展開することが必要である

（3） 販路開拓・プロモーションに関する評価等

2-3 アイヌ工芸品に関する販売サイドの評価と課題（3）
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（参考2-3-1）二風谷の伝統的工芸品の企画展示・販売を実施した店舗等

名称 概要

ギャラリーモーツアルト
• 2010年に開設。年間45回程度、国内外の美術・工芸品をテーマ別に展示・販売。
• 2015（平成27）年2月に「二風谷アイヌ伝統工芸展」を開催
• 二風谷民芸組合所属の各工芸家が数度、展示販売を実施しているほか、アイヌ文化関連の展示を多く実施

伝統工芸青山スクエア

• 一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会直営のギャラリー＆ショップ
• 出展を希望する産地が一コマ90センチ四方で月極めで家賃を支払い展示販売（現在約１３０産地が展示、販売を実施）
• 客層は工芸に造詣が深い人が多い（ここに来れば、本物が手に入るという安心感）
• 2015（平成27）年9月に開催した「企画展日本ここに技あり」に、二風谷イタ、二風谷アットゥシが出展

リビング・モティーフ

• インテリア雑貨、家具を扱うセレクトショップ。デザインに秀でたものを国内外問わずセレクトし販売
• デザイナーやコーディネーターなどの専門家の顧客が多い。六本木という土地柄や大使館なども近くにあるため、外国人が多い
• 2014（平成26）年、伝統的工芸品産業振興協会主催の「JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK」（ＪＴＣＷ）に参加
• 店舗にて二風谷イタ等を展示・販売

株式会社電通 • 2015（平成28）年１１月～12月に、池袋サンシャインシティで開催した「Made in 北海道」の企画・運営を担当

三越銀座店
• 同店7階リビングフロアで日本の美をキーワードに美術品や焼き物を自主編集したスペース「ジャパンエディション」を展開
• 客層は50代前後が中心だが、三越他店に比べ銀座は30～40代の感度の高い客層も比較的多い
• 2015（平成27年）10月に同スペースで開催された企画展「日本の手仕事」に、二風谷イタ、二風谷アットゥ等を出品

有限会社ジェイ・スタイル
• 横浜高島屋にて毎年開催される物産展「大北海道展」の企画を担当
• 過去2回、二風谷の工芸品を取り扱う
• 同展の客層は、大半が女性。年齢層は60～70代が中心。伊勢丹などの他の百貨店よりも高齢層が多い

Duffle KAPITAL

• 洋服・靴・小物など衣類全般を扱うデニム中心のカジュアル・アパレルメーカー
• 客層は30～40代以上が中心。海外からの旅行者の顧客が近年増加傾向にある
• 2015（平成27）年の伝統的工芸品産業振興協会主催「JAPAN TRADITIONAL CRAFTS WEEK」（ＪＴＣＷ）に参加
• 二風谷イタ、二風谷アットゥシを六本木ヒルズ内店舗で展示

（出典： 二風谷民芸組合「意匠開発事業におけるニーズ調査報告書」（平成28年3月）



【３】伝統的工芸品の販売方法と販売体制に関する事例調査
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3-1 伝統工芸 青山スクエア（東京都港区）

１６

＜運営団体：一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会＞

全国の経済産業大臣指定の伝統的工芸品産業の振興を図るため、国、
地方公共団体および産地組合の支援により、昭和50（1975）年に設立。
平成23年5月には、一般財団法人に移行し、各種の産地振興事業をはじ
め、国内外に向けた伝統的工芸品の普及啓発、需要拡大のための諸事
業を実施している

・東京都港区赤坂8-1-22
・TEL：03-5785-1301 FAX：03-5785-1302
・営業時間：11：00～19：00
・定休：年中無休（年末年始を除く）

＜伝統工芸 青山スクエア＞

経済産業大臣指定の伝統的工芸品の総合展示場として開設。消費者
が伝統的工芸品に関する理解を深めることを目的に次の各種事業が実
施されている。

１．経済産業大臣指定伝統的工芸品常設展示

２．経済産業大臣指定伝統的工芸品特別展示（個別工芸品展）

３．資料閲覧コーナー

４．工芸品相談

５．工芸品修理等相談

６．工芸品愛好者のための「友の会」事業



伝統工芸 青山スクエアには、伝統的工芸品に指定されている235品目（令和1年11月20日現在）のうち、現在、約135品目が常設展示されており、令和
2年4月から1品目増える予定

＜伝統的工芸品シンボルマーク＞
経済産業大臣指定の伝統的工芸品のシンボルとして、経済産業大臣が指定した技術・技法・原
材料で制作され、産地検査に合格した製品には、伝統マークのデザインを使った「伝統証紙」が
貼られている。この伝統証紙が貼られている製品は、検査を実施したもので、品質に誇りと責任
が伴うものである。

＜経済産業大臣指定伝統的工芸品＞
〇生活に豊かさと潤いを与える工芸品である。
〇機械により大量生産されるものではなく、製品の持ち味に大きな影響を与えるような部分が職
人の手づくりによりつくられている。
〇100年以上前から今日まで続いている伝統的な技術や技法で作られている。
〇品質の維持や持ち味を出すため、主要な部分が100年以上前から今日まで伝統的に使用さ
れてきた材料でできている。
〇一定の地域において、ある程度の規模を形成してつくられてきたもの。

１７
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1. 調査日時等

• 日時： 令和2年2月7日（金）16：00から
• 場所： 伝統工芸青山スクエア 店舗
• 先方： 店長 朝川和彦氏（元百貨店バイヤー）

2. ヒアリング内容

（1） 伝統工芸青山スクエアの事業概要について
• 前頁に記載したとおり

（2） 運営団体の概要について
• 前頁に記載したとおり

（3） 主な客層について
• 来館者のうち、日本人が70％日本、外国人が30％
• 外国人は、アジア圏より、欧米（特にフランス、カナダ、オーストラリア等）
が中心

• 1カ月あたりの来館者数は約9,000人、1日約250人（土日は約400～
500人）

• 店舗スタッフは、英語、中国語、フランス語に対応することができる

（4） 売れ筋の品目について
• 金箔（金沢）、寄木細工（箱根）、樺細工（秋田）、南部鉄器（盛岡）など
の人気が高い

• 商品価格帯が比較的高いことから、ギフトとしての需要が多いように見受
けられる

（5） 出展料について
①常設展示
• 1枠の出展スペース： 90㎝×90㎝
• 出展料： 年間124,080円＋販売手数料として売価の30％
• 3カ月ごとに売上報告が届き清算（請求→振込）
• 品目は、事前に協議を行い決定
• 簡易什器の持込みも可能（形状、サイズ、材質等は協議）
• POPは共通の仕様がある
• リーフレット類は是非置いてほしい（多言語なら更に良い）

②匠コーナーでの実演
• 実演スペース： 約8㎡（店舗入り口すぐ左側）
• 出展料： １週間83,490円
• 実演の売上は、概ね300,000～500,000円程度（参考）

③特別展示（展示+実演+体験）
• 展示スペース： 約83㎡
• 出展料： 2週間345,180円
• 体験は有料。予約制も可能だが、予約なしの方が効果的
• 特別展示の売上は、概ね500,000～1,000,000円程度（参考）

（5） 店舗外の企画展について
• 店舗外で開催されるイベントの出品工芸品に選出された場合、青山スク
エア以外でのPRとなる

• それに伴う、費用や準備は特に必要ないが、場合により追加納品などは
あるかもしれない。

伝統工芸青山スクエア ヒアリング調査概要
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伝統工芸 青山スクエアの出展スペース（レイアウト図）
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伝統工芸 青山スクエアの出展スペース（イメージ写真）
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＜二風谷民芸組合と「伝統工芸青山スクエア」のつながり＞

•二風谷民芸組合は、一般社団法人伝統的工芸品産業振興協会の会
員として参加

•2015(平成27)年9月18日～30日に伝統工芸青山スクエアで開催さ
れた企画展「ここに技あり」に出展

•9月18日に開催された二風谷イタ、二風谷アットゥシに関するトーク
ショーには、北海道大学アイヌ・先住民研究センターの山崎幸治准教授
と二風谷民芸組合から関根真紀氏が出演した。

県森青 津軽塗

岩手県 秀衡塗 浄法寺塗 岩谷堂箪笥 南部鉄器

宮城県 仙台箪笥 雄勝硯 宮城伝統こけし

秋田県 川連漆器 樺細工 大館曲げわっぱ 秋田杉桶樽

山形県 置賜紬 羽越しな布 山形鋳物 山形仏壇 天童将棋駒

福島県 大堀相馬焼 会津本郷焼

埼玉県 秩父銘仙 春日部桐箪笥 江戸木目込人形 岩槻人形

東京都
村山大島紬 本場黄八丈 多摩織 東京染小紋 東京手描友禅 東京無地染 江戸指
物 江戸和竿 東京銀器 江戸木目込人形 江戸節句人形 江戸からかみ 江戸切子
江戸木版画 江戸硝子 江戸べっ甲

神奈川県 鎌倉彫 小田原漆器 箱根寄木細工

長野県 木曽漆器

山梨県 甲州水晶貴石細工 甲州手彫印章 甲州印伝

静岡県 駿河竹千筋細工

富山県 高岡漆器 井波彫刻 高岡銅器 越中和紙 越中福岡の菅笠

石川県 牛首紬 加賀繍 九谷焼 山中漆器 金沢箔

岐阜県 美濃焼

愛知県 岡﨑石工品 尾張七宝

三重県 伊賀くみひも

福井県 若狭塗 越前打刃物

滋賀県 近江上布 信楽焼

京都府 京友禅 京小紋 京漆器 京指物 京仏壇 京仏具 京扇子

大阪府 堺打刃物 大阪浪華錫器

兵庫県 播州三木打刃物

奈良県 高山茶筌 奈良筆 奈良墨

和歌山県 紀州箪笥

島根県 石見焼 出雲石燈ろう

岡山県 備前焼

広島県 熊野筆

山口県 萩焼 大内塗 赤間硯

徳島県 大谷焼

福岡県 博多織 久留米絣 小石原焼 上野焼 八女福島仏壇 博多人形 八女提灯

長崎県 波佐見焼 三川内焼

鹿児島県 本場大島紬 薩摩焼

「伝統的工芸品展 WAZA 2020」 出展リスト

• 会期：2月20日（木）～25日（火）

• 会場：東武百貨店 池袋店8F催事場（1～3番地）

• 北海道からは出展なし
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3-2 金沢クラフトビジネス創造機構（石川県金沢市）

２２

一般社団法人金沢クラフトビジネス
創造機構の概要

• 金沢の伝統工芸品・クラフトのビジ
ネス化を推進するため、金沢市が
中心となって設立

• 「銀座の金沢」と「金沢・クラフト広
坂」の常設展示・販売施設を運営
し、企画展等のイベントを開催

• 伝統工芸品・クラフト等のものづくり
に関して専門的なアドバイスを行い、
ビジネス展開や販路拡大を支援

• 伝統工芸品の作り手と工芸に関す
るビジネスを展開する事業者との
交流を促進

創造機構の主な事業内容

1) 「dining gallery 銀座の金沢」の
運営

2) 「金沢・クラフト広坂」の運営

3) 各種セミナー、イベントの開催

4) 情報誌の発行 その他
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金沢クラフトビジネス創造機構 ヒアリング調査概要

1. 調査日時等

• 日時： 令和2年2月20日（木）15：00から
• 場所： 金沢クラフトビジネス創造機構 会議室
• 先方： 専務理事・事務局長 新木伊知子氏

（元金沢市役所で工芸関連を担当）
事業推進コーディネーター 齋藤雅宏氏
（工芸トリエンナーレのキュレーター）

2. ヒアリング内容

（1） 「工芸のまち・金沢」の概況について
• 金沢には、国指定伝統的工芸品10業種、県指定伝統的工芸品6業種、
希少伝統的工芸20業種があり、例えば加賀友禅は国指定伝統的工芸
品に指定されている。

• 染色技術や金工が盛んで、現在も多い。比較的新しい分野としては硝
子がある。

• 金沢市工芸協会は、各組合が集まった組織で、伝統工芸、日展、人間
国宝、芸術委員も在席しており、金沢市工芸展で何度か入選すると協
会に入会できる。

• 大企業が少なく、企業からの大きな寄付金は無いので、伝統工芸に関
する事業には市税から捻出しているが、市民の理解が深いためクレーム
になることはない。

• 若手工芸家への助成事業については、ベテランの工芸家が応援してい
るような風潮があり見守っている。

• 「金沢卯辰山工芸工房」では、人材育成や一般体験等の環境が整備さ
れており、東京から講師を招聘し、テーマを決めてものづくりを行っている。

（民間ホテルでの取組）

• 2017年8月に開業したホテル「KUMU金沢」では、「金沢の伝統を汲む
場所」をコンセプトに、客室をギャラリーとして活用し、実際に購入できる
ものを展示・販売しており、新しい取組として注目されている。
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２４

（2） 「銀座の金沢」について

• かつて有楽町にあった石川県の施設を現在の銀座1丁目に移転する形
で金沢市が開設（県負担金4,000万円）

• ギャラリーの店長は、金沢クラフトビジネス創造機構のスタッフ（金沢出
身）で、レストランは民間に委託している

• 運営面では人件費（最低2名必要）が課題である。東京は時給1,400円
でも集まらない（当店はスタッフが定着している）

• 職員研修はオープン時に実施。新木専務理事がフォーローアップのた
め当初は月2回、現在は月1回のペースで上京している

• ギャラリー商品のラインナップは季節に応じて入れ替え、企画スペース
は2週間ごとに入れ替える（募集による選定、または出展依頼）

• 商品として人気が高いのは加賀水引と金工である、加賀友禅も置きたい
が、同じフロアに京都の呉服屋があるため着物は難しいため、友禅のハ
ンカチ、スカーフ、扇子などを置いている

• 銀座を選んだのは、現在入居しているビル（キラリトギンザ）が「はれのひ
」をテーマしており、オープン当初は結婚式場と結婚に関係するアイテム
を揃えるテナントが入っていたことが理由の一つである

• 若手の作家のPR場所として東京の物件を活用した際、代官山は1週間
で800万円もかかったことがあり、コスト面で現在の物件（家賃、管理費、
広報費と歩合賃料で年間1,000万円）となった。

• 開業時のPRは、オープン当初はメディアが入ったものの、初期投資に予
算がかかり、特に大きくは行わず、県人会やメトロガイドの掲載などにとど
まった。

• レストランで提供するメニューはコースのみである。主な客層は、日中は
中年以上の女性が多いが、夕方から宴会の男性客が増える

• 売上は月1,000万円程度で、ギャラリーでの工芸品販売ではここまで上
がらない。食器などを実際に使い、顧客からアンケートを取って、それら
を作家へフィードバックしている。

（dinig gallery 銀座の金沢）

• 店舗住所： 東京都中央区銀座1-8-19キラリトギンザ6F
• 電話番号： 03-6228-7733 FAX：03-6228-7035
• 営業時間： ギャラリー/11：00-20：00 ダイニング/11：30-22：00.
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（3） 「金沢・クラフト広坂」について

• 金沢市役所や21世紀美術館に隣接しており立地が良い。1階がショップ、
２階がギャラリー（実演販売を含む）となっている。

• 主な客層は観光客がほとんどである。インバウンドも増加しており、台湾
人や中国人は金工や硝子の商品を好む。

• 行政の土産物としての需要も売上として大きい（割引購入制度がある）。
行政の土産物ニーズとしては、持ち運びやすいものが多い。

（金沢・クラフト広坂）
• 店舗住所： 金沢市広坂1-2-25 金沢能楽美術館内
• 電話番号： 076-265-3320
• 営業時間： 10：00-18：00 （定休日：月曜、年末年始）

（4） 「金沢卯辰山工芸工房」について

• 平成元年11月1日、金沢市制100周年記念事業として、金沢の優れた
伝統工芸の継承発展と文化振興を図るための工芸の総合機関として設
立。「育てる」「見せる」「参加する」の 3つの基本テーマで創造的なもの
づくりを通し、工芸を中心とする文化の継承発展に努めている。

• 令和元年11月1日、金沢市制130周年記念事業としてリニューアルし、
新たに「育てる」「つながる」「発信する」という3つのテーマを設定。世界
に誇る工芸を担う人づくりの拠点として注力するとともに、姉妹都市など
の相互交流で世界とつながり、金沢の工芸技術を未来へ継承し、本物
を発信する施設として更なる飛躍を目指している。

• 陶芸、漆芸、染、金工、ガラスの5つの工房がある。そのほか、兼芸・理
論では、技術研修の他に日本独自の文化である茶道・華道・書道を取り
入れ、工芸の創造活動の一助とし、年に一度、研修者が制作した茶道
具や衣装を用いたお茶会も開催。素材を超えて様々な分野の講師を招
聘した講義も実施。講師には、第一線で活躍している評論家、学芸員、
デザイナー、アーティスト、ビジネス関係など。

• そのほか、アーティスト・イン・レジデンス、作家紹介、技術研修生募集な
ど、技術者の育成にも努めている。
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（5） 「加賀友禅」の作家と流通の課題について

• 金沢の伝統工芸を代表する「加賀友禅」の作家（彩色する職人）は現在

200～300名ほどで、落款を持っている作家も多いが、実際に仕事があ

るのは100名程度である。

• 加賀染振興協会に落款を登録している加賀友禅技術者のことを「加賀

友禅作家」と言う。加賀友禅作家になるためには、工房を営む師の下で

7 年以上の修行を積んでふさわしい技量を身につけ、同協会の会員2 

名（師匠ともう1 名）の推薦を得て協会の会員資格を得る必要がある。

• 加賀友禅作家が制作した着物には、必ず作家の落款がしるされている。

落款制度は伝統工芸品である加賀友禅の品質の証であるとともに、作

家の誇りの表れでもある。一定の審査を経て、証紙の添付を受けたもの

が、加賀友禅として市場に出る。

• 加賀友禅は、昔ながらの問屋制度が残っており、集散問屋と地元問屋

の2つがある。問屋にはそれぞれに決まった友禅作家があり、問屋が白

生地を持参して絵付け（彩色）を依頼し、その際に金額が決まるが、作

家の手取りはあまり高くない。

• 例えば、小売価格500～600万円の着物の場合、作家の収入は50万

円程度と言われている。これは、作家から地方問屋（金沢）→証紙貼付

→集散問屋（京都）→加賀友禅として地方の問屋に振り分けられ→小

売店へと流通するためで、このような流通の仕組みが小売価格を作家

の手取りから10倍にもなってしまう状況を生んでいる。

• このような流通の仕組みもあり、有名な工芸家（友禅作家）は個人で仕

事を受け、証紙を貼らずに個人名で卸していることが多くなっている。

• 着物の売れ行きは年々減少しており、このような流通の仕組みを変えて

いかなければ、加賀友禅作家の後継者を確保していくことが難しい。

（6） 「加賀友禅」の後継者不足について

• 金沢美術工芸大学を卒業し、加賀友禅作家の道へ進む跡取り息子と

いうのは、かなり稀なケースとなっている。

• 加賀友禅作家の親が儲からない職業だと思っているので、自分の代で

終わりにして、子には継がせたくないと考える人が多い。

• これまで、ビジネスを広げるために加賀友禅を着物以外のプロダクトに展

開できないかと取り組んだこともあるが、上手く機能していない。

• 年々売上が減っている状況のなかで、どのような商品にしていくのが良い

のかなど、今後の課題である。

加賀友禅の証紙（紫は型染） 加賀友禅の証紙（赤は手描染）

加賀友禅作家の落款
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（7） 人材育成（第三者継承）について

• 世襲だけでなく、第三者継承を促進している。新規参入者も含めて、技

術の継承には親方にも助成金が支払われる仕組みがある。

• 「金沢の文化の人づくり奨励金」（平成元年のふるさと創生交付金）は、

伝統文化を守る活動に使った。例えば、加賀友禅の研修生には、毎月

5万円の奨励金を支払っていた。

• 加賀友禅などは道具や材料にとても費用がかかるため、現在は月額10

万円程度の助成金で支援している。

• まちに工芸家が多いため、工芸を学ぶ若手工芸家にとってはとても良い

環境というアドバンテージがある。

• 美大卒で工芸家になった人はプライドが高い傾向があり、自分の好きな

作品をつくりがちなので、デザイナーを講師にまねき、商品価格のつけか

たなどについてレクチャーを行うなどの育成も行っている。

• 彼らに必要なのは、商品開発ではなく、販売する機会である。東京での

アートフェアで、直接バイヤーや消費者と接するなかで様々な気づきを

得ているようだ。また、若手の工芸品を宿泊施設に置く取り組み（ホテル

から工芸家に支援金）も始まっている。

• 工芸をつくりやすい環境を整え、海外とつなげるなど援助するが、デザイ

ン自体のことについてはあまり言わないようにしている。

• 既に工芸家となっている人への助成については、工芸品開発としての補

助事業として、「金沢ブランド工芸品開発促進事業補助金」がある（例え

ば、核家族向けの商品を生産するプロトタイプづくりまでの補助など）

• 広く一般向けには、「KOUGEIフェスタ！」が開催され、匠の技を近くで見

学、体験ワークショップなどを開催し、興味を持つ機会を増やし、ふるさ

と納税の返礼品に工芸品をつかうことで需要拡大をはかっている。

（8） クラフトンビジネスクラブについて

• 設立当初は会合を開いていたが、現在はクラフトに関する情報共有のた

めのメールを配信している。

• 送付先は、伝統工芸家や若手工芸家、企業やデザイナーなど約130件

程度である。

（9）その他

• 修学旅行や海外旅行者に人気の着物レンタルだが、リーズナブルな化

繊のものが多いのが実情。

• 加賀友禅振興協会では、本物の加賀友禅の着物を貸出し、ホテルで返

却できる仕組みを取っている。
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3-3 株式会社 中川政七商店（奈良県奈良市）

２８

株式会社 中川政七商店の概要

• 享保元（1716）年に創業し、300年近く手紡ぎ手織りの麻織物を中心に
扱い続けてきた奈良の老舗メーカー。

• 「日本の伝統工芸を元気にする！」というビジョンのもと、各地のメーカー
と共同でものづくりや開発を行う。

• 古くからの歴史や伝統を活かしながらも、とらわれ過ぎることなく、新しい
時代のニーズに合わせたしなやかに変化しつづけるブランドとして有名。

• 具体的には次の事業を展開している。

１．製造小売事業

２．教育事業

３．コンサルティング事業

４．地域活性事業

＜本社＞

• 奈良県奈良市東九条町1112-1

＜表参道店＞

• 東京都渋谷区神宮前5-43-7 1F

• 営業時間：11：00～19：00

• 定休：月曜・火曜

中川政七商店

表参道店



（参考）伝統的工芸品の１０の成長事例 （日本政策投資銀行「伝統ものづくり産業活性化調査」より）

①株式会社能作 （富山県高岡市）
②有限会社山口工芸 （福井県鯖江市） ③飛騨産業株式会社 （岐阜県高山市） ④株式会社玉川堂 （新潟県燕市）

⑤及源鋳造株式会社 （岩手県奥州市） ⑥アルテマイスター㈱ （福島県会津若松市）

⑦株式会社中川政七商店 （奈良県奈良市）
⑧有限会社マルヒロ （長崎県波佐見町）

⑨金子眼鏡株式会社 （福井県鯖江市）
⑩株式会社細尾 （京都府京都市）
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株式会社 中川政七商店 ヒアリング調査概要

1. 調査日時等

• 日時： 令和2年2月7日（金）13：30から

• 場所： 同社 表参道店 会議室

• 先方： コンサルティング事業部 コンサルタント 大倉孝志氏

2. ヒアリング内容

（1） 製造小売事業について

• 生活雑貨の企画・製造をしている。下請け型のものづくりに頼らず、自分
たちの意思でものをつくり、自分たちがリスクを持ち販売している。

• 店舗ブランドとして「中川政七商店」、「遊 中川」、「日本市」、プロダクトブ
ランドとして「2&9」、「motta」、「花園樹斎」、「kuru」を展開している。

①中川政七商店

• 「暮らしの道具」をコンセプトに、品質やこだわりを大切にし、家・生活に
根ざした機能的で美しいアイテムを揃え、使っていて気持ちが良く、愛
着あるものに育つということも大切にしている。

②遊 中川

• 「日本の布」をコンセプトに、日本に古くから伝わる素材・技術・意匠と
今の感覚をあわせたスタイルを提案するブランド。古い文化に新しい
ものを取り入れ培われてきた日本文化の気性を大切にしている。

③日本市

• 「日本の土産もの」をコンセプトに、日本全国津々浦々、各地で生ま
れた工芸やその土地ならではのモチーフにこだわり、息の長い商品を
展開することにより、土産業界における工芸の「地産地消」のかたちを
目指している。
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遊 中川

日本市

3-3 株式会社 中川政七商店（奈良県奈良市）（2）



（2） 教育事業について

• 中川政七商店のこれまでの歩みや、「日本の工芸を元気にする！」とい
うビジョンのもと、他社へのコンサルティングを実施してきた手法をもとに、
全国にて「ブランディング経営」についての講演・教育事業を実施。

• また、創業より関係の深い茶道文化の入り口を広げるための『茶論』事
業も展開している。

①講演会

• 享保元年（1716）に奈良晒の問屋業として創業した中川政七商店は、
近年は工芸をベースにしたSPA（製造小売）態を確立し全国に直営
店を展開。

• 「日本の工芸を元気にする！」というビジョンのもと、コンサルティング
事業、地域活性事業も展開。このノウハウをもとに、各地で講演を開
催。

②経営とブランディング講座

• 2016年に新潟県三条市からの依頼のもと「コト・ミチ人材育成事業」
として開始。

• 中川政七著「経営とデザインの幸せな関係」を教科書に、全6回（半
年間）の講座を通じて、経営～ものづくり～流通・コミュニケーションの
設計まで一連の行程を実践的に学ぶ内容。

• 2018年から「経営とブランディング講座」と名称・内容をリニューアル
し全国各地で実施。

③茶論事業

• 創業よりつながりが深く、現在でも茶道具全般を取り扱う中川政七商
店が、茶道文化への新しい入り口として2018年に開始

• 「以茶諭美」（茶を以て美を論ず）をコンセプトとし、お茶を通して“おも
てなし”の力量を上げる「稽古」、お茶を通して心に閑を持つ「喫茶」、
オリジナル茶道具を販売する「見世」の3つの場で構成される店舗業
態。

講演会

経営とブランディング講座

茶論事業
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（3） コンサルティング事業について

• 「モノを売る」という視点ではなく、「ブランドをつくる」という視点から、経営
〜ものづくり〜流通・コミュニケーションの設計まで一気通貫した「コンサ
ルティング」と、その後の販路開拓支援のための「卸売事業」及び「合同
展示会 大日本市」を行う。

①実績例

• 産地：兵庫県豊岡市、アイテム：かばん

• 年々受注が落ち込んでいる業務用かばんのOEMに特化したメーカー
に、新たな収益源を作り出すこと、OEMの受注を増やすことを目的に、
「しごとのかばん」をコンセプトにした一般用カバンの新ブランド
「BAGWORKS」を立ち上げ。

• 業務用かばんに関する会社のアーカイブを活かすことが出来るコンセ
プトとしたことで、デザイナーがいなくても、商品開発が出来る仕組み
づくりも可能となった。

• 事業承継に消極的だったが、年商が6500万円(2012/6)から1億
700万円(2016/6)へ着実に成長を続け、業績の安定・回復により承
継を決意。後継者候補の採用および育成も行う。

②卸売

• 手掛けたブランド商品（一定のもの）を全国の小売店に卸販売し、販
路拡大を支援。

③合同展示会「大日本市」

• 日本には衣食住にまつわる数多くの産地があり、個性豊かなものづく
りが行われている。そんな産地で一番星のように輝く企業を増やした
いという想いで開催。日本各地の個性豊かなつくり手たち、初出展の
ブランドや新商品も多数が集まり開催している。
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BAGWORKS
（新ブランド創出）

手がけた商品ブランド
（卸販売）

大日本市
（合同展示会）

3-3 株式会社 中川政七商店（奈良県奈良市）（4）



（4） 地域活性事業について

• 工芸の再評価と産地へ人を呼び込むため開催している工芸の祭典「大
日本市博覧会」、その土地ならではの土産もの開発や土産もの屋のプロ
デュースを行う「日本市プロジェクト」や、産業観光を盛り上げるため旅の
おともとして、メディア「さんち」の企画・運営などを実施している。

①大日本市博覧会

• 工芸の再評価と産地へ人を呼び込むため、2016年より産地巡回型
の工芸の祭典を開催。

• 2016年：東京博覧会、岩手博覧会、長崎博覧会、新潟博覧会、奈
良博覧会

• 2017年：RENEW×大日本市鯖江博覧会／2018年：こもガク×大日
本市菰野博覧会

②仲間見世

• 土産ものとしての工芸品が売れない現状をなんとかしたいという思い
で、2013年より全国の観光地で地域の小規模工芸メーカーと土産も
の屋を結ぶ「日本市プロジェクト」を開始。

• 中川政七商店と一緒に地元の土産ものづくりに取り組むパートナー
ショップを「仲間見世」と呼び、その土地ならではの良い土産ものの開
発・展開している。
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大日本市博覧会

仲間見世のスキーム
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（5） 商品開発とコンサルティングについて

• 最初に「ものづくり」ありきではなく、商品をつくるのではなく、ブランドをつく

ることを意識している。商品をつくる前に、価格や販路を検討する。

• 社内に商品開発を担当するチームがあり、自社にもデザイナーはいるが、

商品に合わせて外部デザイナーとも連携している。

• コンサルティングは、初めに経営者の考え方を確認するところから始めて

いる。考えが合わないときは受けないことにしている。

• 商品開発の考え方と同様に、単に売れればよいのではなく、その会社が

持つリソースを考慮して直売するべきか、卸売するべきかまで考える。商

流も一緒に考えることで、製造個数が判り、事業規模も見えてくる。

• コンサルティングについては、覚悟のある１社（１者）としかやらないことに

決めている。理由は、意思決定者が複数や団体の場合は遅くなることと、

意見がブレやすい。事業を進めるためには随時決断（覚悟）が必要とな

るが、複数の場合は他人に任せがちになる。

（6） アイヌ伝統工芸の商品づくりについて

• アイヌ文様などのデザインをPRしたいのか、あるいは、作家性を出したい

のかによって商品づくりの考え方は異なってくる。

• 全国に流通させるためにはある程度量産できるものが必要なため、小さ

な規模（手づくり）の生産者では難しいが、PRしていくためにはある程度の

割り切りも必要。

• 伝統的な技法でつくった商品と、文化全体に目を向けてもらうための量

産できる商品の2種類の構成が必要。

• 価格帯の低いものがあることによって、知ってもらうことが増え、伝統的な

ものに目を向けてもらい、高価であっても購入してくれる人が出てくる。

• 小規模や後発で進めるなら、ビジョン（コンセプト）をつたえるモノづくりがよ

いだろう。マーケティングベースでの考え方は、大手企業が既に行ってい

ることが多いし、手づくり・手仕事を売りにしているところは量産が難しい。

• 今後、ものづくり（商品化）を進めていくにあたっては「何をもって二風谷

アイヌの商品というか」の定義が必要かもしれない。

• 血筋を引いた方がつくったものなのか、移住して来たけれど一定の年数

修行を積んだ人なのか、誰かに認められたものなのか、また、デザイン

は二風谷の人だけど、他の土地で製造委託したものはどうなのか、など

色々なパターンが出てくる。

• そこにはモノではなくて、文化があるということを伝えるのが重要である。
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3-3 株式会社 中川政七商店（奈良県奈良市）（6）



【４】デザイナーとのコラボレーションに関する事例調査
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4-1 株式会社 能作（富山県高岡市）
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株式会社 能作の概要

• 1916（大正5）年、高岡市の伝統産
業である鋳物メーカーとして創業

• 仏具・茶道具・花器が主力だったが、
2001（平成13）年に東京原宿で開
催された展示会「鈴・林・燐」に出展
した真鍮製ベルが注目を集める

• 真鍮製ベルを取り扱ったショップの
販売員のアドバイスにより、短冊をつ
けて風鈴にしたところ大ヒット

• 現在主力となっている錫製品も、販
売員のアドバイスをきっかけに商品
開発を行い、生まれたもの

• 錫100％製品の加工は技術的に難
しいが、「曲がるなら曲がる食器をつ
くろう」というアイデアで、能作を代表
する錫製品が誕生

• 2017（平成29）年に新社屋を完成
させ、工場見学・鋳物製作体験・カ
フェ・ショップ・観光情報コーナーを
備えた産業観光を推進

• 現在、国内外に13店舗の直営店を
有し、伝統工芸産業の成長モデル
としてメディアにも多く取り上げられ、
全国的な知名度も高い
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（工場見学）

（鋳物制作体験）

（カフェ・レストラン）

（ファクトリーショップ）

能作の新社屋における産業観光の展開

4-1 株式会社 能作（富山県高岡市）（2）



（参考）伝統的工芸品の１０の成長事例（日本政策投資銀行「伝統ものづくり産業活性化調査」）

①株式会社能作 （富山県高岡市）
②有限会社山口工芸 （福井県鯖江市） ③飛騨産業株式会社 （岐阜県高山市） ④株式会社玉川堂 （新潟県燕市）

⑤及源鋳造株式会社 （岩手県奥州市） ⑥アルテマイスター㈱ （福島県会津若松市）

⑦株式会社中川政七商店 （奈良県奈良市）
⑧有限会社マルヒロ （長崎県波佐見町）

⑨金子眼鏡株式会社 （福井県鯖江市）
⑩株式会社細尾 （京都府京都市）
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株式会社 能作 ヒアリング調査概要

1. 調査日時等

• 日時： 令和2年2月21日（金）14：00から
• 場所： 株式会社 能作 本社会議室
• 先方： 専務取締役 能作千春氏

2. ヒアリング内容

（1） 商品デザインとデザイナーについて

• プロダクトデザインは、カタログ掲載のうち1/3は能作克二（代表者）の作
品。能作克治は大阪芸術大デザイン学科卒、元朝日新聞カメラマン。

• その他は、県内外や海外のデザイナー15名ほどを中心に展開し、デザ
イナーの多くは小泉誠氏（東京の家具デザイナー）からの紹介。

• デザイナーの選択は、商品によって異なるため見極めが重要である。報
酬はロイヤリティ制度で販売額の3％を支払い、開発段階の費用は負担
していない。尚、インハウスのデザイナーも2名（本社、東京）いる。

• 高岡銅器の低迷期に、富山県主催のデザイン勉強会で立川裕大氏（東
京のデザイナー・プランナー）に出会い、能作の素材が美しいと評価され
2001年原宿の展示会で真鍮製ベルを出展。

• その後、現在のFrancfrancにあたる生活雑貨店で扱われたが、店員の
アイデアにより風鈴にしたところ大ヒット（3カ月で3,000個の売上）。

• 真鍮製の風鈴は、音色が他に無いこと、硝子や陶器と違い素材が面白
いこと、デザイン性も高いことが好評の理由だった。

• 2003年に大ヒットした真鍮風鈴の次として、錫製品を模索していたところ、
立川氏の紹介で小泉誠氏（東京の家具デザイナー）と出会い、錫の曲
がる特性を活かしたものづくりがスタート。

• 錫は曲がってしまうので加工は難しいと思い込んでいたが、曲がるなら曲
げて使えるものをつくればよい、との一言で商品化が実現した。

（能作の素材別の製品例）

風鈴

（真鍮）

ぐい吞み・片口

（錫100％）

花器 そろり

（真鍮）

苔 はりねずみ

（青銅）

4-1 株式会社 能作（富山県高岡市）（3）



（2） 商品開発のディレクションについて

• 立川裕大氏、小泉誠氏、水野氏（長野県在住のデザイナー。ロゴ・サイ
ン・カタログ・箱・包装紙などをデザイン）を中心に、「能作チーム」と呼ぶ
ディレクションチームをつくっている。

• 能作チームは、新社屋建設時期には1カ月に1回、開業後も3カ月1回
はミーティングを開いている。

• プロダクトデザインとしての共通コンセプトはないが、ブランディングは能作
チームで行い、外部に置くことで、社内には無いアイデアが出るし、コンセ
プトなどがブレないと感じている。また、デザインのみならず、産業観光に
ついても相談できる。

• ものづくり（デザイン）のテーマは、テーブルウェア、子ども、介護用品など
様々ある。今後も切り口変えながら先約的にやっていきたい。

• デザインには意味を持たせ、ロゴが明朝体なのは、社長が元新聞記者で
あることや、駐車スペースの白線は風鈴の形になっている。

（3） スタッフと売上について

• 1986年に現代表者の能作克二が入社した当時は従業員が7名、60代
が中心だったが、現在従業員数は150名、平均年齢も32歳となった。

• 異業種（ホストや美容師）からの転職や現役プロキックボクサーもいるが
皆、職人に憧れて働いており、中には幼少期の工場見学がきっかけと
なった社員もいる。

• 会社全体の売上は、この10年間で2億円から18億円に増加し、国内の
直営店13店舗のうち、本社が半分以上を売上げている。

• オンラインショップは、贈答品としての需要が多いが、能作の商品はモノ
の良さを伝えて使っていただくものなので、実際に手に取って見ていただ
くほうが望ましいと考えている。

４０

（4） 海外客のデザインの趣向について

• 販売する場所（国）や購入する人で変わる。例えば、中国人であっても
買う場所が自国なのか旅先の日本なのかで購入するものは異なる。

• 欧米人は、美し過ぎないものを好む傾向があるが真鍮製品は好まない。
ニューヨークでは、置く場所により、売れる商品はかなり異なる。

• アジア圏では錫の受けはよく、色調は赤、金、青が人気。そのほか、干支
の形やぐい呑みが売れる。金箔をつけるとさらに好む。干支以外だと、豚
やコウモリも人気。

• その国の文化や生活様式に合ったものづくりが重要だと感じている。

（5） 商品開発・販売のマネジメントについて

• 従来は感覚や経験でやっていたが、2年前から開発チームを立ち上げて、
売上などの具体的な数値目標を定め、逆算して何が足りないかなどを
計画に落としながら進めている。

• 能作の商品は幅広い世代に支持ているが、そのなかでも実際に消費性
向の高い30～40代女性で、自分自身（能作千春氏）をターゲットに置い
て考えた。

• 出店計画などは経営に関わる部分なので、自社のみで行っている。

• 工場内で躓いたり、バス停で足を切ったなどのクレームは、客にとっては
イコール能作ということになるため、徹底したサービスとおもてなしを意識
し、工場見学や体験WSなどそれぞれに担当部署を置いて対応している。
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（7） 本社への来場者について

• 年間13万人の来場者だが、工場見学など受け入れ切れずに断ってい
る分を合わせると潜在的には年間20万人くらいはいると感じている。

• 来場者は国内客がほとんどで、海外客は5,000人程度（台湾や中国な
どが中心）。

• 幼稚園から中学の社会科見学、老人会、企業視察、国内外の旅行者
と属性は多種多様である。

• 職人の魂を伝えたいと、旧工場（プレハブ）の時代から、年間1万人の見
学者を受け入れてきた思いがある。

（8） 本社内のカフェについて

• 能作の錫製食器などで、出来るだけ地元の食材をつかった食事を提供
している（打ち上げは月2,000万円程度）。

• メインターゲットを意識し、インスタ映えや女子が好むメニューが多い
（SNSで最も発信されているのは、カフェのサラダとのこと）。

• 中途半端にやるのとダメなので、おもてなしやサービスは徹底的に取り組
んでいる（例えば、ホット珈琲がぬるいと、それだけでマイナスの印象にな
る。もう能作には来たくないと思ってしまう）。

• 営業時間は、10:00-18:00（工場見学は9:30-17:00）

（9） 産業観光について

• 高岡市は観光のイメージが弱いため、産業観光として担当部署をつくり
スタッフと取り組んでいる。能作に訪れる旅行者を県内観光に広げてい
きたい。

• 観光情報コーナーに置いてある情報カードは、能作千春氏とスタッフ数
名とで１軒ずつ時間をかけて取材したうえで、3名以上が薦めたところの
みでカードを製作した。

• 能作は旅行業免許を持っていないが、プランニングはできるので、県内
観光のハブ機能を持ち、回遊性をつくることができれば良いと考えている
（ヤフー検索では3位）。

• 現在は、宿泊施設と提携した宿泊プランを実施。今後は、伝統産業が
伝わる部屋をつくってみたい。

４１
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（11） 今後のものづくりについて

• 今後の伝統産業を考えるとき、手作業と同時に、一方では量産できる体
制も考えなければならないと感じている。それでなければ、これからの時
代は生き残っていけない。

• 現在、台湾企業（売上4,000億、中国厦門に工場がある）と合弁会社の
設立に向けて準備を進めている。

• 視察に訪れた際、能作では手作業のものを、想像もできないほどオート
メーション化されているなかで出来てしまう現実を見た。

• 現在能作でも、機械的に量産する部分は、工場とは別のエリアでシリコン
製の型をつかって製造もしているが、比較にならない規模であった。

• 合弁会社では、能作側はデザイン提供とディレクションを行い、台湾側は、
3D技術で商品づくりを行う。

• また従来の分野だけでなく、錫の特性を活かして医療器具の開発も積
極的に進めている。

• ライセンス契約のキャラクター展開は、本来の商品スタイルとは常なるが、
新たなファン層をつくるうえで良いと判断している。

（10） 能作錫婚式について

• 2019年4月に「能作錫婚」を立ち上げた。
• 結婚10年目を祝う錫婚式のイベントとして、ほぼ県外から旅行を兼ねて
家族や親戚と訪れており、現在は土日がほぼ埋まっている状態。

• 最近では、ファッションデザイナー・桂由美氏とのコラボも行っている。
• 能作では、式で使用するヘッドアクセサリーを錫で製作しており、土日な
どは予約で埋まるほどの人気で、また、節目で来たくなるよう「メモリアル」
感を打ち出している。

４２
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4-2 東京手仕事プロジェクト（東京都）

４３

「東京手仕事」とは

• 江戸職人の匠の技と心意気により磨かれ、洗練され、庶民に愛されて
連綿と受け継がれてきた東京の「伝統工芸品」の技に光を当て、匠の繊
細な「手仕事」の魅力を国内はもとより世界に発信している取組。

• 「暮らしをうるおし、ゆたかにするための新たな「東京の伝統工芸品」を創
出する」ことを事業理念に、［商品開発］および［普及促進］事業を展開
している。

事業目的

1)東京を好きになってもらえる「東京の伝統工芸品」を開発する。

2)東京の伝統工芸品の購買層を拡充し、“東京”のファンを創造する。

3)「東京の伝統工芸品」の存在感を高める。

4)東京の伝統工芸品をブランド化し、発信力を高めることで国内外にアピ
ールする。

5)「東京の伝統工芸品」産業の基盤を強化し、技術を継承する。

6)産業として基盤を強化し、発展させ、匠の技術の継承を実現する。

運営団体

• 公益財団法人東京都中小企業振興公社。

• 東京都における中小企業の総合的・中核的な支援機関として各種支援
事業を提供し、東京の経済の活性化と都民生活の向上に寄与。

• 昭和41年に中小企業の下請取引の紹介等を行うため、東京都により財
団法人東京都下請企業振興協会として設立され、その後、事務の移管
や団体の統廃合などに伴い、事業範囲を拡大してきた。

• 東京都葛飾区青戸7-2-5（城東支社）

• TEL：03-5680-4631 FAX：03-5680-0710



1. 調査日時等

• 日時： 令和2年2月12日（水）14：00から
• 場所： 東京都中小企業振興公社 城東支社
• 先方： 経営支援係長 西野大介氏

主任 渡邊浩二氏
普及推進担当係長 野口美奈子氏

2. ヒアリング内容

（1） 東京都の伝統工芸品について

• 下記の要件を備える工芸品について、東京都伝統
工芸品産業振興協議会の意見を聴いて、知事が
指定。現在、41品目が指定されている。

1)製造工程の主要な部分が手工業的であること

2)伝統的な技術又は技法により製造されるものであ
ること

3)伝統的に使用されてきた原材料により製造される
ものであること

4)都内において一定の数の者がその製造を行ってい
ること

• かつては生活の中で使われていた道具が、時代と
ともに舶来ものに取って代わり、問屋制度も無くなっ
たため、職人はどのように販売して良いか分からな
いというのが課題

• 京友禅・加賀友禅などは地名が工芸品の名称とな
っているが、東京の工芸品に地名のつくものがすく
ない

４４

公益財団法人東京都中小企業振興公社 ヒアリング調査概要
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（2） 東京手仕事の事業スキームについて

• 「東京手仕事」は、商品開発（創る）と、普及促進（売る）の2本立
てとなっている。

• 商品開発1年間＋普及促進2年間の計3年間を基本としているが、
普及促進からも参加できる。

• 商品開発は、職人（製作者）とデザイナーによる開発チームを組
成して実施している。

（3） 参加者の募集について

• 職人とデザイナーは公募するが、応募数は、職人が25～30名、
デザイナーが100名程度である（初年度は学生も応募できたので
デザイナー数がもっと多かった）。

• 毎年応募する人もいるが、年度によって半数くらいは入れ替わる
イメージである。

• 募集告知などは新聞掲載や協会からのDM・メルマガなどが中心
で、海外向けは東京都が行っている。
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４６

（3） 工房見学とマッチングについて

• 伝統工芸品に対する知識や理解を深めるため、応募したデザイナーを対象に、職人（製作者）の工房見学を実施
している。

• 職人は、工房を訪れたデザイナーに、伝統的な技術や製品のこだわりなどについて、各々10-15分程度、プレゼン
テーションを行う。

• デザイナーは、工房見学の希望を第3希望まで提出することができるが、人気の高い職人には、見学枠は10しかな
いため、名刺だけ渡すこともある。

• 工房見学の後、職人とデザイナーの出会いの場として、マッチング会を開催する。職人とデザイナーが面談し、お互
いの考えやアイデアなどを交換し、商品開発のパートナーを選定する。

• マッチング会で、職人とデザイナーのパートナーが決まったら、共同開発チームとして、企画デザイン案を作成の上、
提出してもらう（毎年度150件程度。原則として一職人につき一案としている）。

• 開発チームから提出された企画デザイン案の中から、審査会により20点程度に選考され、商品開発に進むチーム
を決定する。

• 職人とデザイナーとのマッチングは、デザイナー側が事前に職人の特徴や技術をしっかり学んでいる人のほうが上
手く進みやすい。
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（開発商品例）
（4） 審査と開発支援について

• 審査会のメンバーは、学識経験者、大学教授、バイヤー、アート
ディレクター、デザイナーで毎年見直しをしている。

• 審査の評価基準は、「テーマに合っているか」、「市場的視点があ
るか」、「伝統的な技術がつかわれているか」、「デザイン（独創性）
が優れているか」の４点。

• 9月以降の開発支援では、審査会とは別に商品開発を支援する
アドバイザーチームを設置し、2カ月ごとに会議を開催してサポー
トしている。

• 2カ月ごとの会議のほか、いつでも打合せができるようにSNSでトー
クルームを開設して、職人・デザイナー・事務局、アドバイザーチ
ーで連絡を取り合っている。

• 場合によっては、アドバイザーが職人のところへ出向くこともある。

• 販売場所や地域によって売れる商品に違いがあることから、異な
る地域でテスト販売をし、分析や集計した結果を開発チームへフ
ィードバックしている（例えば、GINZA SIXと日本橋三越で売れる
商品は異なる）。

• 翌年5月末には実際に都民やバイヤー向けに販売するが、販売
する場所も当プロジェクトに相応しいかなど、随時見直しをおこな
っている。

• 伝統工芸に興味のない人（消費者）もいるので、そのような層にも
興味を持ってもらえる商品づくりを意識している。

• ものづくりは、伝統工芸品に限らず、ライフスタイルに合ったものと
して考える必要がある。

本物の木版画を用いた
借景うちわ

江戸つまみ簪の技を
用いたチョーカー

金工のハートの
ぐい呑み

村山大島紬のタブレットケース、クラッチバッグなど
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（5） デザイン費と知的財産権について

• 一次選考、二次選考を経て商品開発に進んだデザイン案20件は公社で買い取る仕組み。

• デザイナーには、企画デザイン案が採択された時点でまず50,000円（消費税別）を支払う
（この時点で企画デザイン案の知的財産権は開発したデザイナーから公社に帰属する）

• その後、商品が完成品として認められた後に600,000円（消費税別）を支払う。

• 商品が完成品として認められない場合は、知的財産権は職人へ無償譲渡される。

• 開発途中は、積極的な試作品製作を促すため、1クール（2か月）の試作ごとに公社から
100,000円を上限に支援している。

（6） 普及促進について

• 実演やワークショップを様々なところで展開している（搬入搬出の送料は助成）。

• 消費者の声を販売員にシートへ記入してもらい、開発チームにフィードバックする。

• 開発チームには、売上実績を報告してもらっている。

• 事前にモニター募集し、6名でモニタリングする（中国人なども含む）。モニタリング内容は、
商品、デザイン、パッケージ、価格など。

• これまで海外の展示会にも出ているが、来日する外国人向けにアンケートなどを取ることで
代用できると感じている。

（7） 運営体制について

• アートディレクターやデザイナーなどの専門家は外部連携をはかっており、公社内には置い
ていない。

• 事務局体制は、商品開発チームが6名（常勤4名、非常勤2名）、普及促進チームが7名
（マネージャー4名、非常勤3名）である。

• こののほか、展示会サポートなどの常勤嘱託としてバイヤーやデザイナーがいる。
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4-3 福島県での取り組み

• 地域の伝統的技術と現代的なデザインを融合し、伝統的工芸品の新たな商品開発と市場開発をめざす取り組みは全国各地で展開されているが、平成
28年度に福島県が実施した「福島県CRAFTS and PEOPLE （福島県クリエイティブ伝統工芸創出事業）」は、県内の伝統的技術と多彩なデザイナーやク
リエーターのコラボレーションにより、魅力的な商品群を創出した取り組みとして注目されている。

• 2年度目以降は、 『 FUKUSHIMA PRIDE by JUNKO KOSHINO 』をメインに展開。

• そのほか、デザイン・マーケティング・ブランディング等にかかる知識を習得し、販売力強化に向けたスキルアップを図るとともに、県内の各産地の連携を
図ることを目的として、ものづくり人材の育成講座「ふくしまクリエイティブクラフトアカデミー」を開講している。
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プロジェクトについて

福島県では、先人たちから受け継がれてきた
伝統的工芸品や木工品、民芸品などが数多く
育まれてきました。

それらの誇るべき工芸品と、世界的デザイ
ナー・コシノジュンコをはじめとしたクリエイターの
皆さんのコラボレーションにより、福島の魅力を伝
える新しい商品が誕生しました。

伝統に裏打ちされた作り手の高い技術と、世界
で認められたクリエイティビティの融合により、福
島の挑戦がはじまります。



デザイナーとのコラボレーション商品事例

• 「福島CRAFTS and PEOPLE」では、さまざまなクリエーターとのコラボレーションが行われているが、その代
表的な存在がコシノジュンコ氏で、器をはじめ、家具、ロウソクなど、伝統工芸の多様な発展性を示している。

• コシノジュンコ氏は、これまでの発言のなかで、アイヌ文様の無限大に広がっていく発展性に関心を示し、お
客様に産地に来てもらうきっかけづくり、まちづくりとしての取組、小さなことからを成功を広げていくこと、生活
のなかで使えること、製造・プロモーション・販売の一体性が必要なことにふれている。
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1. 調査日時等

• 日時： 令和2年3月4日（水）13：00から
• 場所： 東京都港区南青山6丁目7-7
• 先方： 代表取締役常務 鈴木順之 氏

スタッフ 野中昭宏 氏

2. ヒアリング内容

（1） 福島での取り組みについて

• 地元の職人とデザイナーが共働でプロダクトをつくる 『 FUKUSHIMA 
PRIDE by JUNKO KOSHINO 』（以下、福島プライド）と、体験型WSでモノ
づくり・販売戦略を学ぶ 『 クリエイティブ・クラフト・アカデミー 』（以下、ア
カデミー）の2つのプログラムがある。

• フクシマプライドでは、職人とデザイナーのマッチングを1年目が「rooms」
（ルームス）、2年目以降から現在の株式会社山川印刷所（地元企業、
コトづくり課の担当）へ移行。

• コシノジュンコ事務所はroomsの佐藤美加氏（福島県出身）から誘われ
たのがきっかけで参加したが、roomsが抜けたあとも、デザイナーのマッ
チングやアカデミーを継続している。

（福島プライド）

• コシノジュンコ氏は1、2年目にテーブルウェア、3年目にファッションを制
作のテーマに置いている。

• 福島でも本取り組みに興味の無い職人もいる。最初は無理と言ってやる
気が無かったが、最終的にはプロダクトになった。あきらめずに乗り越える
価値がある。そのような状況では、とにかくコミュニケーションが大事。

• 福島も後継者不足で、Ｕターン後に郡山青年商工会会長。やる気のあ
る人がすこしでもいれば地元の雰囲気も変わる。
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『 FUKUSHIMA PRIDE by JUNKO KOSHINO 』

• コシノジュンコ氏による商品デザイン及びブラン
ディングにより福島県の伝統工芸品及び地場産
品の高付加価値化を目指すブランドコレクション。
福島県クリエイティブ伝統工芸創出事業として、
県内事業者と商品開発を実施。

• これまではインテリアやライフスタイルコレクショ
ンを発表してきたが、3年目となった「Amazon 
Fashion Week TOKYO 2019 A/W」では、コシ
ノ氏の真骨頂となる「ファッション」を基軸とした
コレクションを初めて制作。同ファッションウィー
クで地方自治体が独自ブランドで出展するのは
初の試みとなった。

• ショーでは、ニットやシルクで作られた衣装や、
山葡萄の蔓を使ったビスチェなど、コシノと福島
県内の10事業者が協業したルック全33体が登
場。白と黒、丸と四角など、コシノジュンコが掲げ
る「対極」という普遍的なコンセプトと福島県の伝
統工芸を融合した全55着を披露。

JUNKO KOSHINO株式会社 ヒアリング調査概要
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（アカデミー）

• 参加者は、福島県内のメーカーや二代目など40名ほど。授業は全6～
7回で、デザインだけでなく、マーケティングについて学び、必ず出席し
なければならないという厳しいもの。

• 50～60代の女性でもパワーポイントをつくりプレゼンをしている。

• クリエイティブプロデューサーの川又俊明氏（※2）も関わっている。

• 今年度アカデミーからいくつか商品化され、さらに店舗からも認められ
たものが、今日から日本橋高島屋で販売されているので、実際に見て
ここまでのクオリティになるというものを体感してほしい。

（県担当課、受託会社）

• 県の担当者は異動となり、現担当者はアカデミーを担当しているが、フ
クシマプライドのほうはわからないと思う。

• プロジェクトの詳しいことについては、細かく状況を把握している山川印
刷所に聞くのが望ましい。進め方や費用（サンプル製作費しか援助して
いないとか）なども聞くことができる。

• 職人への個別訪問やヒアリングをする場合は、株式会社デコ屋敷大黒
屋が良いのではないか。

（2）平取での取り組みについて

• これだけ特徴的なデザインがある都道府県は、全国で珍しく魅力だ。

• 福島には素材（伝統技術）はたくさんあるが「柄」は無い。

• 手づくりの良さがある一方で生産量が少ないというのは大きな課題。

• まちの規模、位置などの状況から一般デザイナーを募集して何名も集
めるのは難しいのではないか。都市で工芸やデザインを学んでいる学生
を受け入れて、二風谷の工芸品の素材やモチーフをいかしたモノづくり
で考え、未来を考えることをテーマにしたWSのほうが有意義に思う。

５２

『 クリエイティブ・クラフト・アカデミー 』

• 福島県主催のWSで、県内の伝統工芸や地場産業に携わる
人々が、デザインやマーケティングを学び、販売戦略強化や他
地域との連携を図ることを目的とした講座。受講は無料、全6
回程度。下の写真は、商品化されたもののうち、実際に販売さ
れたもの。
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（コシノジュンコ氏とのコラボ）

• もし福島のようにやるのであれば、デザイナーのマッチング（福島プライ
ド）とアカデミーを合わせたようなプログラムが良いのでは。

• コシノジュンコ氏が現地に行くのは可能。しかし、地元の（気持ちとして）
受け入れ体制ができていなければ、マッチングありきでやるのは難しい。

• コシノジュンコ氏とコラボレーションしたいという人がひとりでもいれば、直
接デザインをすることは可能で、その際はテーブルウェアとして、プロダ
クトの形やサイズに変化を持たせるというようなやり方になるのではない
か。

• デザイナーと一緒にモノづくりをすることに、地元の作家さんの理解を得
られなければ、この事業は難しい。デザイナーが主体ということでは成
立しにくい。その場合、コシノジュンコ氏はデザインせず、マッチングで出
来た商品の審査員などを務めることが良いのかもしれない。

• 平取の作家が学生に技術を教えるというスキームのほうが、気持ちの
面でもスムースに進められるのではないか。

• ひとついいものができれば、地元の人も実感が湧いて、つぎに続きたい
と思うので、成功事例をつくることも大切である。

（モノづくりのヒント）

• 昔のままのものをつくっていてもなかなか売れない。理由は、商品の価
格が合わない（高過ぎる）ことや、現代の生活様式に合っていないため
である。職人たちの経済状況に反映されることを職人側も理解しなくて
はならない。

• 手づくりの良さがある一方で生産量が少ないというのは、これからPRして
いくという点から見ると、バランスを取るのが難しいので、工芸家による
工芸技術をつかったモノづくりだけでなく、（ウポポイ）の土産物や、ギャ
ラリー、アンテナショップなどで販売するものをレーザー加工機や3Dプリ
ンターなどで製作するというのも現実的で良いと思う。

５３

（モノづくりのヒント）のつづき

• 以前、着物をテーマに「着物の未来を考える」としてエキシビション
を行った。有名なデザイナーらが家具のファブリックに使用し、また、
柄をデザインしたものをチームラボ映像かするなど。同時に、イン
ターネットを利用して世界中のデザインを学んでいる学生からアイ
デアを募りコンペティションも行った。着物を将来的にどのように活
かせるのか、どのように産業に反映できるかをみんなで考えた。

（専門学生へのアプローチ）

• 二風谷の伝統工芸品を知ってもらうという意味では、伝統工芸を
学んでいる学生らに二風谷へ来てもらってモノづくりを体験してもら
う。ホームステイ的に短期間の滞在もあり得るかもしれない。

• そのようなスキームでは、工芸家も学生を優しく見守ってくれるので
はないか。講師1名に学生3～4名ほどいれば成立する。複数のデ
ザイナーでマッチングというのは難しいように思う。

• 実際にカリキュラムを組むことも可能だが、川又俊明氏なのか、コ
シノジュンコ氏なのか、事業予算規模次第。

• 京都美術工芸大学（コシノジュンコ氏が客員教授を務める）や、東
京芸術大学などで専門的に服飾や木彫り、デザインを学んでいる
学生がいるので、その学生たちに平取で伝統工芸に触れてもらう
機会をつくるというのも、実践的でよいと思う。

• 彼らがその活動をSNSなどで発信するということで、広報にもつなが
るのではないか。

• 木工を学んでいる学生もいるが、就職には苦労している。そのよう
な子ども達にイタなどの木彫りを知ってもらって、興味をもってモノ
づくりをしてもらうのは良いと思う。
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（専門学生へのアプローチ）のつづき

• いま、漫画「ゴールデンカムイ」が人気で、マキリ（小刀）に注目が集まっ
ており、若い女性がマキリ（価格30,000円程度の高価なもの）を買いに
来ている。恐らく用途はコレクションとしてだと思う。九州でも「刀剣女子」
が流行で、国宝や重文の刀剣や甲冑を集めた展覧会なども人気。彼
女たちがTwitterなどで発信したほうが宣伝効果は高いと思う。

（2）今後の具体的なスケジュール等について

• コシノジュンコ氏が札幌へ行く時期に、二風谷にも立ち寄ることができる
と思う（現在のところ6月くらいに可能性がある）。鈴木氏、野中氏で4月
か遅くても5月くらいには現地に行ければと思う。

• まずは、実際に現地を訪れて、素材をはじめ、まちに他には何があるの
か（工芸品以外の例えば食品なども）見てみたい。

• コシノジュンコ氏がデザインすることについては、作家側に気持ち（やる
気）が無ければ難しい。

• 来年度の事業開始は、5月以降になる見込み、事業規模などは予算
によって変わるため、予算額を知りたい。

• 神田にあるアンテナショップ「日本橋ふくしま館 MIDETTE」では、モノ
（工芸品）が売れにくい。

• 店舗の特性上、単価が安いものが多いからだと感じているので百貨店
が望ましい。

• 去年は三越で販売会を行い、また、外商をつかって上客に向けても販
売した。

５４

（※2）川又俊明氏の略歴

1975年茨城県生まれ。早稲田
大学卒業後、DESIGN 
ASSOCIATION NPOを経て、
2015年シンクシンク株式会社設
立。15年に渡り、DESIGN 
ASSOCIATION NPOで統括プロ
デューサーとして、数々のクリエイ
ティブ・プロジェクトのプランニング、
プロデュース、ディレクションを担
当。商品開発、イベント、展示、
広告、CI、販促、映像制作、空間
デザイン、映像制作、店舗開発、
アート制作、デザインアワード等、
その領域は多岐にわたる。現在、
福島県クリエイティブ伝統工芸創
出事業のプロデュースや青森県
弘前市や佐賀県嬉野市などの
地方創生プロジェクトに携わる。
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老舗銘菓とのコラボレーション（会津若松市）

会津木綿販売メーカーとのコラボレーション（白河市）

５５

「川俣シルク」生産者とのコラボレーション（川俣町）

「白河だるま」生産者とのコラボレーション（白河市）

その他デザイナーとのコラボレーション事例
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1. 調査日時等

• 日時： 令和2年3月24日（水）17：00から
• 場所： 日本橋高島屋
• 先方： 山川印刷所株式会社事業部コトづくり課課長補佐 平舘友子 氏

JUNKO KOSHINO株式会社野中昭宏 氏

2. 株式会社山川印刷所

1937（昭和12）年創業。通常の印刷業務以外にも、WEB関連サービス、販促として

のモノづくり、コトづくりなどを熱心に行っている。福島県主催の 『 FUKUSHIMA PRIDE 

by JUNKO KOSHINO 』 では地元の職人とデザイナーのマッチングや、販売戦略強

化や他地域との連携を図ることを目的としてデザインやマーケティングを学ぶ 『 クリ

エイティブ・クラフト・アカデミー 』 の運営業務を本取り組みの2年度目から受託して

いる。

3.ヒアリング内容

福島県が取り組む「ふくしまプライド。」のひとつとして、「後継者育成」「新しいデザイ

ンを用いてモノづくりをする」ことを目的に、『FUKUSHIMA PRIDE by JUNKO 

KOSHINO』『クリエイティブ・クラフト・アカデミー』を展開している。どちらも国費と県費

で実施されている。

（1） 『 FUKUSHIMA PRIDE by JUNKO KOSHINO 』 について

• 地元の職人（以下、事業者）とデザイナーが共働でプロダクトをつくる『FUKUSHIMA 

PRIDE by JUNKO KOSHINO』（以下、福島プライド）は、毎年10事業者程度の参加

がある。

• 事業者は入れ替わりもあるが、複数年度参加しているところもある（例、高柴デコ屋

敷観光協会、白河産業）

• マッチングの際は、審査員としてコシノジュンコ氏が現地に赴く。

５６
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（1） 『 FUKUSHIMA PRIDE by JUNKO KOSHINO 』 についてのつづき

• 野中氏も担当者として福島には何度も訪れ、コシノジュンコ氏などとの

橋渡し等も行う。できるだけ現地に足を運んで直接コミュニケーションを

図るようにしているとのこと。

• マッチングで上手く進まなかった例は、応募者が企画者であって、事業

者（つくり手）ではなかったため、デザイナーとのやり取りが上手く運ばな

かった。

（2） 『クリエイティブ・クラフト・アカデミー』 について

• デザインやマーケティングを学び、販売戦略強化や他地域との連携を

図ることを目的とした講座（以下、アカデミー）。

• 2019年度実施要項では、2種類のプログラムに分かれている（いずれ

も全6回）

A／クリエイティブセミナー（定員15名）

B／商品開発勉強会（定員15名）

※プログラムBの受講生は、プログラムAも受講するカリキュラム

• 参加者は県内の伝統工芸や地場産業に携わる人（20-70代）たち、受

講は無料。

• 講義はプロダクトデザイン、マーケティング、WEBデザインなど（詳細は

59ページのとおり）

• 講師の候補は出すが、最後は県が決定している。

• 理想としてのゴールは、デザイナーがいなくても、自分でデザインや販

売が出来るようになってほしい。

• コシノが初めに言うメッセージは、「（すぐに）売れるモノをつくってくださ

い」。スピード感を持って、実際に売れるものをつくらないとモチベーショ

ンも続かない。そのためには意識改革が必要。

５７

• 今年度は、講義の中で製作した7事業者分が商品になった。

• サンプル製作費は、10万円を上限に支給される。

（3）福島の事業者（職人） について

• 福島の事業者間は、横のつながりはない。

• それぞれに組合もあるが、組合ごとで熱意が異なる。

• また、いくつかの組合では、新しい取り組みをするのは好まない風潮の

ところもある。

• コシノジュンコとのコラボレーションなどを上手く活用できていない事象者

が多い。上手く活用しているところは、コラボ商品をメインにしながらも、

既存商品もPRしている。

（4）モノづくりのヒント（アドバイス）について

• 伝統的な手法を活かしながらも、現代のニーズに合ったものにデザイン

し直す。

• モノづくりは、全体の統一感を持たせることがポイントとなる。例えば、サ

イズ、種類（カテゴリ）、価格、外装箱等。これらは、販売にかかる輸送、

店舗での陳列、在庫管理等のすべてに関わってくる。

• モノをつくるスタートの段階で、販売することに目を向ける。すると、形状

や在庫管理なども見えてくる。

• アカデミーでは、商品企画の段階で必ずペルソナを作成している。

• 二風谷の組合として、例えば共通の箱をつくるのはどうだろうか。中身を

自分のモチーフでつくる。パッケージを共有することで、統一感もうまれ、

在庫管理もしやすい。
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• モノづくりにおいて、いろいろなこだわりを盛り込みたくなるが、一方で消
費者には伝わらないことが多い。いまある特徴をシンプルにデザインし
て伝えることがポイント。デザインは引き算の考え方であるとコシノジュン
コ氏はよく口にするとのこと。

• コシノジュンコ氏とのコラボレーションが実現した場合は、メディアへの露
出が格段に増える。それを上手く活用するのがベスト。

• 二風谷の工芸としてのアイコンがあると認知されやすい（福島プライドに
は、そのアイコン的なものが無いのが残念である）

（5）ターゲットと販売場所について

• アカデミーの成果物は、首都圏での販売となっているため、東京をはじ
め、羽田空港や関西空港、中川政七商店など検討した。

• 店舗はターゲットをどこに置くかにより異なるし、また、店舗側からもその
店のカラーに合うかどうかで取扱いも左右される。中川政七商店からの
情報では、今回はこの時期にしては売上があがっているとのこと。

• 福島のアンテナショップ「日本橋ふくしま館MIDETTE（ミデッテ）」では、
地域の食品（比較的安価）を求める客層のため、工芸品を販売するの
は難しい。

（6）その他

• 県の要項として、認定を受けていないものは工芸品とうたえないという
現状がある。

• 広報効果としては、コシノジュンコ氏デザインの衣装をテレビ番組『初耳
学』にて、郷土玩具である赤べこは「マツコの知らない世界」にて取り上
げられるなど、マスメディアへの露出が増え、またその反響も大きい。

• 今後、実際に福島へ視察に行く場合は、デコ屋敷、のざわ民芸が良い
と思う

５８
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５９

 日時 プログラム A（11：00～12：30） プログラム B（13：30～16：30） 

開校式 

＃1 

7/11（木） 開校式・オリエンテーション 

〈特別講義〉美味しい日本 

講師：コシノジュンコ氏・長島博氏 

レクチャー 

商品開発勉強会の概要説明 

＃2 7/26（金） 〈講義①〉福島のモノづくりと共に歩む 

～FUKUSHIMA RRIDE by JUNKO KOSHINO～ 

講師：鈴木順之氏 

企画アイデアブレスト 

開発商品アイデア、商品概要、スケッチ、ネーミング、コンセプト、を提

出し、川又氏からアドバイスをもらう。 

＃3 9/4（水） 〈講義②〉地域工芸を盛り上げるために 

～瀬戸内デザインの作り手から学ぶ～ 

講師：村上モリロー氏 

第 1回サンプル提出 

7月に川又氏から指摘された内容を踏まえて製作したサンプルを提

出し、さらにアドバイスをもらう。 

視察 9月中～下旬 先進地視察（視察先：東京予定） 

＃4 10/31（木） 〈講義③〉販売チャネルの多様性 

～ECサイトとリアルの売り場を融合するには～ 

講師：大橋優輝氏 

第 2回サンプル提出 

9月に川又氏から指摘された内容を踏まえて製作したサンプルを提

出し、さらにアドバイスをもらう。 

閉講式 

＃5 

 

12/6（金） 

 

〈講義④〉地域産業の可能性と 

今すべき事、これからすべき事 

講師：鶴田浩氏 

成果発表会 

新商品のプレゼンテーションを実施。最終アドバイスをもらい、テストマ

ーケティングまでに商品のブラッシュアップを行う。 

閉講式 

 1～3月 テストマーケティング 

※新商品を実際に首都圏等で販売する予定 

 

アカデミー2019年度のスケジュールと講義テーマ
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【５】アイヌ工芸品の販売促進の方向性と仕組みの検討

６０



5-1 アイヌ工芸品の販売促進に関する課題等の整理 （SWOT分析）

強み（Strength）

✓ 地域に息づくアイヌ文化（二風谷コタン、匠の道等）

✓ 道内唯一の伝統的工芸品の指定（二風谷イタ・二風谷アットゥシ）

✓ 二風谷民芸組合による商品開発・販売促進・後継者育成の取組

✓ アイヌ工芸伝承館における商品開発・製作体験・人材育成の取組

✓ アイヌ伝統工芸の歴史・素材・技術に対する関心の強さ

✓ アイヌ文様のユニークさとデザイン性に関する高い評価

✓ アイヌ施策推進法の施行によるアイヌ文化の認知度の向上 etc

内
部
環
境

外
部
環
境

プラス要素 マイナス要素

弱み（Weakness）

✓ 東京等におけるアイヌ文化に関する理解や認知度の不足

✓ 道内唯一の伝統的工芸品に関する地元の知名度の不足

✓ 二風谷の伝統的工芸品の文化性や希少性に関する周知不足

✓ 商品を手に取ることのできる常設展示・販売拠点の必要性

✓ 企画展での高い評価が販売促進につながらないこと

✓ 伝統的工芸品の産地、工房、制作過程等のイメージが希薄

✓ 商品開発・販売促進の専門組織や人材の不足 etc

脅威（Threat）

✓ 百貨店や物産展における工芸品の展示や売場の縮小傾向

✓ 工芸品における高額商品の購買層の限定化（富裕層等）

✓ 小物類を中心とした手に届く価格帯の商品ニーズへの対応

✓ 伝統文化と現代的デザインが融合した商品開発への取組

✓ 全国の伝統的工芸品のブランディングと産地間競争の展開

✓ 産業観光や産地ツーリズムなどの地域ブランド戦略の展開

✓ ブランドを毀損しない商標・製法・品質等の管理 etc

機会（Opportunity）

✓ 民族共生象徴空間（ウポポイ）の開業による周知効果

✓ アイヌ文化への関心の高まり、伝統的工芸品の認知度向上

✓ 新千歳空港の民営化と発着枠拡大による観光客の増加

✓ 外国人観光客の拡大（アジア圏、北米・欧州・豪州等）

✓ 伝統的工芸品指定による販売促進効果とブランド力の向上

✓ 地元企業等の贈答品や慶事品等の需要開発の可能性

✓ 伝統工芸と現代的デザインのコラボレーションの取組 etc

今後のアイヌ工芸品の販売促進に向けて、【２】アイヌ工芸品の商品開発及び販売の現状把握、【３】伝統的工芸品の販売方法と販売体制
に関する事例調査、【４】デザイナーとのコラボレーションに関する事例調査を踏まえて、SWOT分析により課題等の整理を行った。
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アイヌ伝統工芸体験ツアーの展開

（二風谷コタン・匠の道のガイドツアー）

（工房見学・作家との交流・作品販売）

（ウレシパでの製作体験・商品展示販売）

（ツアーの顧客特性と商品ニーズの把握）

アイヌ伝統工芸のストーリー発信

（アイヌ文化ツーリズムのプロモーションと連動）

（二風谷イタ・アットゥシを生んだ伝統文化のストーリー）

（伝統的素材・技術・技法・文様等の製作ストーリー）

（WEB・SNS・雑誌媒体等を活用したパブリシティ）

商品開発と発信力の強化

（デザイナーとのコラボレーションプロジェクト）

（ファッションブランド等とのコラボ商品開発）

（市場ニーズに対応したオリジナル商品開発）

（産地ツアー、展示販売拠点、企画展等と連動）

常設展示・販売拠点の展開

（常設ギャラリー＆ショップの開設）

（札幌都心・新千歳空港・東京等への展開）

（ウポポイ・観光拠点・ホテル等との連携）

（既存ギャラリーとの連携・企画展等の開催）

アイヌ
工芸品

アイヌ文化ツーリズムと連携した
伝統的工芸品のパブリシティの展開

5-2 アイヌ工芸品の販売促進の方向性の検討

前項の「5-1）アイヌ工芸品の販売促進に関する課題等の整理」を踏まえ、今後の販売促進の方向性について、以下のとおり検討を行った。

伝統文化と現代的デザインが融合した
商品開発とプロモーションの展開
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5-3 アイヌ工芸品の販売促進の仕組みの検討

平取町の地域ブランド資源

地域に息づくアイヌ文化美しい自然と文化的景観 ニシパの恋人とびらとり和牛

観光と物産の地域商社機能地元関係団体 事業パートナー

平取町

平取アイヌ協会

平取アイヌ文化保存会

二風谷民芸組合

びらとりウレシパ

平取町観光協会

二風谷観光振興組合

びらとり農業協同組合

びらとり温泉ゆから

鵡川・沙流川地域連携ＤＭＯ

新千歳空港運営会社

札幌駅・札幌都心ビル

北海道Likers・北海道生活

青山スクエア・ギャラリー

ウポポイ・観光拠点

北海道どさんこプラザ

きたキッチン

インターネット販売サイト

越境ＥＣサイト

地域ブランドの発信

平取町の

地域イメージの

デザイン

アイヌ文化と

伝統工芸の

ストーリー

平取農業と

食文化の

ストーリー

商品開発・交流拡大

二風谷ツアーの

企画・開発

（伝統工芸体験）

名産品とグルメの

企画・開発

（農産品等）

伝統的工芸品の

企画・開発

（コラボ商品等）

販売促進・販路拡大

名産品とグルメの

販売促進

（ネット販売等）

旅行商品

の造成・販売

（旅行業登録）

伝統的工芸品の

販路拡大

（展示販売拠点等）

商品ニーズ

商品提案

販売提携

販促活動

認知度向上

プロモーション

商品企画

連携・制作

販売代金

販売委託

提案・共有

連携・活用

地域商社のサポート体制
（地元関係団体との連携 / 事業の企画・調整 / 専門的人材の確保 / 法人の設立・運営支援 / 事業パートナーとの連携等）

地域価値の保全 地域ブランドの発信 新たな市場の開発

デザイナー・クリエーター

前項で示した「アイヌ工芸品の販売促進の方向性」を推進する上で、伝統的工芸品だけではなく、アイヌ文化観光や農業、食文化等の魅力を含めた「地域
ブランド戦略」の展開を担う「地域商社機能」の仕組みづくりが望まれる（地元関係団体の協業組織として組成。既存組織の発展的活用を含む）
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（参考）デザインで文化をつなぐ仕組みの事例（2019年11月15日「アイヌデザインフォーラム」より）

（出典：アイヌデザインフォーラム）

• 2019年11月15日に札幌で開催された「アイヌデザインフォーラム」の基調講演「デザインで文化を繋ぐ」の中で、グラフィックデザイナーの佐藤卓氏から、
「モノのデザインが横行しているが、本来はコトのデザインが重要で、奥にある人とモノをつなぐことがデザイン。地域と長くかかわっていくことが大切」との提
言があり、茨城県の『ほしいも学校』の事例が紹介された。

グラフィックデザイナー
佐藤 卓

◆ほしいも学校とは？

茨城県・ひたちなか及び東海地域で生産される干し芋を、

あらゆる角度から分析・研究し、干し芋を通して人の営みと

環境を考え、未来へと繋ぐプロジェクトです。

このプロジェクトには、6つの目的があります。

１．地域の人々を繋ぐコミュニケーションの場となる

２．本の出版や商品開発の場となる

３．ワークショップなどの教育の場となる

４．地域の情報を広く知らしめる広報の場となる

５．日本の農業、そして食育を考える場となる

６．地域の人々の志気を高め、後継者をつくる場となる

「ほしいも学校」は「有限責任事業組合ほしいも学校（ほしいも

学校LLP.）として国に登録された活動体であり、この場はこのプロ

ジェクトに関わるすべての人にとって共有されるべきもので、特定

の団体や組織に有利に働くべきものではありません。そして学校

とはいえ校舎があるわけではなく、どこでこのプロジェクトのために

活動しても、その場が「ほしいも学校」になるのです。

（出典：ほしいも学校ホームページ）

「干し芋」の成分、歴史、レシピ、商
品パッケージなど関して詳しく書か
れた書籍『ほしいも学校』と干し芋が
一時セット商品として販売されてい
ました。

（出典：ほしいも学校ホームページ）
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【６】デザイナーとのコラボレーションの実施計画案
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6-1 ブランド化推進事業の基本方針

⚫ 平取町のアイヌ伝統工芸は、2013年に「二風谷イタ」と「二風谷アットゥ

シ」が道内で初めて経済産業省の「伝統的工芸品」に指定されるなど、

その伝統的技術や技法、歴史文化性や固有性の価値が国内外で認

められています。二風谷民芸組合が2015年度に企画展を開催した伝

統工芸青山スクエア等の工芸品ギャラリーやショップ等でも、アイヌ伝

統工芸の文化と技術、アイヌ文様等について、高い評価を得ています。

⚫ しかしながら、伝統工芸品の専門家や愛好家等には高く評価される一

方、一般顧客については、アイヌの伝統文化に関する認知度や、道内

唯一の「伝統的工芸品」としての知名度が不足しており、アイヌ伝統工

芸の背景となっている二風谷の歴史文化のストーリーをしっかりと訴求

し、認知度を底上げする取組や、一般顧客が手に取りやすい商品の開

発が重要との課題も指摘されています。

⚫ このような評価と課題を踏まえて、アイヌ伝統工芸のブランド化を推進

するため、アイヌ文化ツーリズム（産地ツーリズム）と連携して、アイヌ伝

統工芸のストーリーを発信するとともに、伝統的技術やアイヌ文様と現

代的なデザインのコラボレーションにより、「生活に取り込む二風谷文

化」をコンセプトとした商品開発を展開し、アイヌ伝統工芸の新たな市

場開発、顧客層と販路の拡大、後継者の育成等に取り組んていきます。

⚫ また、本事業を通じ、アイヌ伝統工芸のマーケティング、商品開発、プ

ロモーション、販路開拓、商標登録・管理、アンテナショップ・常設ギャ

ラリー運営等の仕組みづくりを推進し、持続的なブランドマネジメントの

ための組織・体制を整備します。

【1】

アイヌ伝統工芸
のプロモーション

の展開

【2】

工芸家とデザイ
ナーのコラボに
よる商品開発

【3】

常設ギャラリー
等の展示・販売
拠点の形成

【4】

持続的なブラン
ドマネジメントの
仕組みづくり

【事業の目的】 【事業の４本柱】

アイヌ伝統工芸の
ブランド化推進

６６



6-2 ブランド化推進事業の全体事業概要

事業の４本柱 事業概要

1. アイヌ伝統工芸のプロモーションの展開

• 平取町のアイヌ伝統工芸の認知度を向上するため、二風谷コタン・匠の道のガイドツアー、工房
見学・工芸家との交流、ウレシパでの工芸体験、製品展示・販売等のアイヌ伝統工芸ツアーを実
施し、ＷＥＢ・ＳＮＳ・専門誌等で発信する。

• アイヌ伝統工芸の知名度や訴求力を向上するため、工芸家とデザイナーのコラボーレーションに
よる商品開発のプロセスや、ギャラリー等における企画展等の情報をＷＥＢサイトやＳＮＳサイトで
継続的に発信する。

2. 工芸家とデザイナーのコラボによる商品開発

• 地元工芸家とデザイナーのコラボーレーションによる商品開発を実施し、そのプロセス（デザイナー
の公募、工房見学と工芸家とのマッチング、商品デザイン案の企画提案と選考、新商品の制作と
発表等）をＷＥＢ・ＳＮＳ・専門誌等で発信する。

• 本事業を通じて、アイヌ伝統工芸技術と現代的デザインの融合による商品開発の手法やシステ
ム等を整備し、今後の継続的な商品開発やブランド化を推進するためのプログラムを確立する。

3. 常設ギャラリー等の展示・販売拠点の形成

• ウレシパ等を活用し、平取町の来訪者に対して、工芸家の作品や伝統的工芸品、デザイナーとの
コラボ商品等を展示・ＰＲ・販売促進するため、地元の常設ギャラリー・ショップ機能を拡充する。

• 東京、札幌、新千歳空港等におけるアンテナショップ・常設ギャラリー等の開設を推進するほか、
ウポポイや既存ギャラリー等と連携して、伝統的工芸品やコラボ商品等の企画展及び販促イベン
ト等を実施する。

4. 持続的なブランドマネジメントの仕組みづくり

• 二風谷民芸組合と連携し、アイヌ伝統工芸品のマーケティング、商品開発、プロモーション、販路
開拓、ギャラリー運営、商標登録・管理等のブランドマネジメントを推進するための仕組みづくりに
ついて具体的検討を進める。

• 本事業を通じて、アイヌ伝統工芸品のブランド力の向上と販売促進のためのネットワークや連携体
制等を充実し、地域商社機能を担う組織や体制の構築をめざす。
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6-3 ブランド化推進事業の年次別展開イメージ

（実施計画案の作成）

【1】
アイヌ伝統工芸
のプロモーショ
ンの展開

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（コラボ商品開発の実施）

【2】
工芸家とデザイ
ナーのコラボに
よる商品開発

【3】
常設ギャラリー
等の展示・販売
拠点の形成

（コラボ商品開発と企画展） （常設ギャラリー等の開設） （マネジメントの仕組みづくり）

コラボ商品開発事業の実施
（第1回）

マネジメント組織の設立
（地域商社機能）

専門人材の確保と連携体制の拡充

アイヌ伝統工芸ツアーの実施

WEBサイト・SNSサイトの開設
（アイヌ伝統工芸のストーリー）

アイヌ伝統工芸ツアーの実施 継続的なプロモーションツアーの展開

コラボ商品開発事業の実施
（第2回）

継続的なコラボ商品開発プログラムの確立と展開

マネジメント事業の展開

常設ギャラリー等の開設・運営

各
種
調
査
の
実
施
・実
施
計
画
案
の
作
成

年度

（重点）

【4】
持続的なブラン
ドマネジメントの
仕組みづくり

ツアー情報・コラボ商品情報・ギャラリー情報・企画展情報等の発信

商品開発事業の情報発信
（WEB・SNS・専門誌等）

ブランドマネジメントの仕組みの検討

企画展・イベント等の開催
（東京・札幌・空港等）

商品開発事業の情報発信
（WEB・SNS・専門誌等）

企画展・イベント等の開催
（東京・札幌・空港等）

主要拠点の常設ギャラリー・ショップ開設の検討
（東京・札幌・新千歳空港等）

企画展等の継続開催
ウポポイ・ウレシパとの連携

（展示・販売機能）

常設キャラリー等の調査
（主要拠点等）

商標登録の推進
（ロゴマーク等）

商標管理システムの整備
（商品開発対応等）

アンテナショップの試行 アンテナショップの試行 アンテナショップの運営 アンテナショップの運営
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• 地元工芸家（伝統的技術）とデザイナー（現代的デザイン）のコラボレーションによる商品開発を推進する上で、事業に参加する地元工芸家とデザイナー
の相互理解と、アイヌ伝統工芸の歴史と文化を背景とした商品づくりの基本理念・コンセプトの共有が不可欠である。

• そのため、工芸家とデザイナーとのコミュニケーションをつなぎ、コラボ商品開発の推進役・調整役となる人材（コーディネーター）と体制づくりが重要であり、
「デザイナーとのコラボレーションに関する事例調査」等を踏まえて、デザイン・コラボレーションの方向性について、以下のとおり企画・提案する。

6-4 デザイナーとのコラボレーションの方向性

商品づくりの基本理念・コンセプトの共有

地元工芸家とデザイナーの相互理解 / アイヌ伝統工芸の歴史と文化の理解

共同チームの組成と商品開発の実施

伝統技術活用

（伝統的素材）
（伝統的製法）
（アイヌ文様）

商品製作

（製品試作）
（製作工程）
（製作コスト）

デザイン提案

（テーマ）
（コンセプト）
（デザイン案）

ワークショップ

（工芸家）
（デザイナー）
（専門家等）

商品開発

（ブランド）
（ターゲット）
（販促方法）

コラボレーションの推進・調整を担う人材と体制づくり

デザイナー

（デザイン・商品開発）

コーディネーター

（コラボの推進・調整）

地元工芸家

（伝統的技術・制作）

連携・調整 連携・調整

商品開発の支援 商品・デザイン提案技術・製作提案

継続的な商品制作の体制づくり 企画展や販促イベントの展開 常設ギャラリー・ショップの開設

制作体制づくり プロモーション活動 展示・販売促進

６９



6-5 アイヌ伝統工芸コラボ事業の実施計画案

項目 実施計画案

1.事業の実施主体等

実施主体 • （仮称）アイヌ伝統工芸ブランド化推進協議会 （二風谷民芸組合を中心に関係団体で構成）

事業名称 • （仮称）アイヌ伝統工芸デザインコラボ事業

プロジェクト名称 • 別途テーマを設定 （プロモーションに活用）

2.事業の実施体制等

スーパーバイザー • コシノジュンコ氏 （事業全体の監修、企画デザイン案の選考、商品制作のアドバイス等）

コーディネーター • 専門家を選定 （伝統工芸品とデザイナーのコラボ事業に経験を有する人材等）

ディレクター • 工芸家に近い立場の人材から選定 （工芸家とデザイナーの共同商品開発のサポート等）

地元工芸家 • 二風谷民芸組合の組合員

参加デザイナー • 公募方式により選考 （個人またはチーム）

事務局 • 受託事業者が担当

3.事業の実施内容等

勉強会の開催 • 二風谷民芸組合員向けにブランド化推進の必要性や基本的考え方に関する勉強会を開催

参加デザイナーの公募 • 本事業への参加を希望するデザイナーを公募し、企画デザイン提案により選考

工芸家とデザイナーの交流 • 工芸家と参加デザイナーとのミーティング（工房見学、企画デザイン案の説明、チーム編成等）

商品企画・デザイン案の選定 • 工芸家とデザイナーの共同による商品企画・デザイン案の評価と商品開発チームの選定

商品制作・プレゼンの実施 • 選定チームによる商品制作とプレゼンテーション、専門家によるアドバイス等の実施

商品完成・発表会の開催 • 工芸家とデザイナーのコラボ商品の完成、発表会等の開催
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項目 実施計画案

4.事業のプログラムと
スケジュール案

2020年4月-5月 • （仮称）アイヌ伝統工芸ブランド化推進協議会の設立、事業実施準備、勉強会の開催

6月
• アイヌ伝統工芸デザインフォーラムの開催 （事業のスタートアップイベント）

• スーパーバイザーによる講演、工芸家と専門家等によるパネルディスカッション

6月-7月 • 参加デザイナーの公募 （企画デザイン提案の提出）

8月 • 参加デザイナーの決定 （スーパーバイザー・専門家・工芸組合等による選考委員会の開催）

9月-10月 • 工芸家と参加デザイナーのミーティング、共同チームの編成、商品企画・デザイン案の作成

10月 • 商品企画・デザイン案のプレゼンテーション、商品開発チームの選定 （選考委員会で選定）

11月-2月 • 商品試作・プレゼンテーション、スーパーバイザー等によるアドバイス、デザインの改良等

2021年3月 • 工芸家とデザイナーのコラボ商品の完成、発表会の開催

5.事業の広報・プロ
モーション

WEBサイト・SNSサイトの開設
• 事業のプロセスとアクティビティについてWEBやSNSで継続的に情報を発信

• 完成したコラボ商品のプロモーションを展開

マスメディアへのリリース • 事業のキックオフ、参加デザイナーの決定、コラボ商品完成等に関するプレスリリース等を実施

専門雑誌等へのパブリシティ • 専門雑誌等へのアイヌ伝統工芸やコラボ商品開発等の売り込みやパブリシティを展開
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6-6 令和２年度の事業内容の検討

事業の４本柱 事業項目 事業内容

1.アイヌ伝統工芸のプロ
モーションの展開

1-1） アイヌ伝統工芸ツアーの
実施

アイヌ伝統工芸品の認知度を向上するため、二風谷コタン・匠の道のガイドツアー、工房見学・工芸
家との交流、ウレシパでの工芸体験、製品展示・販売等のアイヌ伝統工芸ツアーを実施する。

1-2） WEBサイト・SNSサイトの
開設・運用

アイヌ伝統工芸の知名度や訴求力を向上するため、工芸家とデザイナーのコラボ事業のプロセスや
アクテビティ等の情報をＷＥＢサイトやＳＮＳサイトで継続的に発信する。

2.工芸家とデザイナーの
コラボによる商品開発

2-1） 専門家による事業推進
体制の構築

事業全体を監修するスーパーバイザーや、コラボ商品開発を支援するコーディネーターとディレク
ター、商品企画・デザイン案を評価する選考委員会など、専門家による事業推進体制を構築する。
併せて、二風谷民芸組合員向けに勉強会を開催する。

2-2） アイヌ伝統工芸デザイン
フォーラムの開催

本事業のスタートアップイベントとして、地元工芸家、参加希望デザイナー、事業を支援する専門家
等によるフォーラムを開催し、アイヌ伝統工芸デザインコラボ事業に関する理解を共有する

2-3） 参加デザイナーの選定・
工芸家とのマッチング

参加デザイナーの公募を行い、企画デザイン提案により参加デザイナーを選定するとともに（選考委
員会で選定）、地元工芸家と参加デザイナーのミーティングを開催し、共同チームを編成する。

2-4） 商品開発案件の選定・
商品制作の実施

工芸家とデザイナーの共同チームの商品企画・デザイン案について、選考委員会による評価を行い、
商品開発案件を選定して、商品制作・プレゼンテーション・デザイン改良等を推進する

2-5） コラボ商品発表会の開催
・メディアへの発信

完成したコラボ商品の最終プレゼンテーションを行い、事業の成果を幅広く発信するための発表会を
開催する。また、WEBやSNSでのプロモーションに加えて、マスメディア・専門誌等へのリリースを実施
する。

3.常設ギャラリー等の展示・
販売拠点の形成

3-1） 常設ギャラリー等の開設
に関する調査検討

ウポポイとの連携やウレシパ等を活用した展示・販売機能と体制を強化するとともに、東京・札幌・空
港等の主要拠点における常設ギャラリー等の開設に向けた調査検討を実施する。

3-2) アンテナショップの試行
北海道内外でアンテナショップの適地を検討したうえで試験的に開設し、二風谷のアイヌ工芸品の委
託販売等を行う。

4.持続的なブランドマネジ
メントの仕組みづくり

4-1） ブランドマネジメントの
仕組みの検討

二風谷ブランドを保全・管理するための商標登録を行うとともに、アイヌ伝統工芸ブランド化推進事業
の事務局機能を整備し、持続的なブランドマネジメントの仕組みづくりを推進する。
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