
Contemporary Japanese Design Project

最終成果報告会-The Last Stage-

“ Next market-in”
進化した次世代マーケティング手法

海外バイヤー、デザイナー達との強固なネットワーキングによる
海外市場情報を元に、現地ライフスタイルに適したデザイン商品の開発



【デザイン開発～自立までの流れ】
Head Quarters

インターナショナル・アドバイザー

ＩＡ

メインコーディネーター

ＭＣ

デザインアドバイザー（技術面支援）

ＤＡ

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ（仏・独）

ＩＰ

支援事業者

８社（仏）

７社（独）

計１５社

①HQ＋各国ﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆｯﾄ来日

支援事業者工房・工場訪問

②ＩＡを中心とした開発協議

③帰国後IDによるﾃﾞｻﾞｲﾝｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｽ作成

④支援事業者による試作

⑤ＩＰが連絡調整

⑤試作品完成

ＩＰによるﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

HQ＋各ﾃﾞｻﾞｲﾝﾕﾆｯﾄ再来日

⑥試作品改良

⑦ＩＰ（独）最終来日

商品確認、展示会準備

広報、営業方針策定

⑧国際見本市出展

⑨ＨＱ＋ＩＰによる営業フォ

ローアップにより自立した

ビジネスの確立を目指す

◆CJDプロジェクト 事業スキーム

ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ（仏・独）

ＩＤ

（来日はﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰのみ）

リサーチ・協議
開発方針策定

Design Unit 1＆２

連絡・調整
デザイン開発支援

連絡・調整
進捗管理

連絡・調整
進捗管理

デザインアドバイス

試作・改良

上記 Design Unit × ２チーム で計１５社のデザイン開発を行う

開発サポート

開発サポート

ﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
＆ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

“ Next market-in”



◆Contemporary Japanese Design Project 

Dilema Conceli代表

Xavier Lesage (France)

日仏間のビジネスコンサルタン

ト会社を運営する傍ら、日本製

品の輸入等をてがけるDilema社
も経営する。

インテリアを中心に幅広い商材

に深い見識を持ち、各分野に幅

広い人脈を持つ。

フランス政府やEU連合のアドバ

イザーとしても活躍。

フランス、日本の大学でも国際

ビジネス等の教鞭を執る準教授

でもある。

COCON Décor代表

Jenny Shen (China)

大手広告代理店でアメリカ大使
館の広報業務を担当。

上海の大手不動産デベロッパー

グループに転職し、インテリア

関連のデザイン・施工業務に幅

広く関わる。

上記グループ内に設計・デザイ

ン会社としてCocon Décor社を

立ち上げる。現在は完全に独立

した事業として経営する。

高級ホテルグループや、世界的

カフェチェーン、ファストフー

ドやレストランチェーン等、中

国全土に多くの顧客を持つ。

International advisor（Distributor） Design advisor

Headquarters

Coordinator

T.C.I.Laroratory,LLC.

Kotaro Nishibori (Japane) 

事業統括・西日本担当

Tokuya Hotta (Japan) ㈱CGJ代表

東京事務所所長・東日本担当

TCI代表西堀 耕太郎は京都の老舗日吉屋

の代表でありながら、海外向けデザイン

商品を開発し世界15カ国に展開している。

その実績を元に京都市海外販路開拓事業

企画・運営を受託し、欧州・中国市場で

成功に導く。本事業の基本スキームはこ

れを全国規模に広げたものである。

東京事務所所長の堀田卓哉は、東京都美

術館主催TokyoCraft&Deisngのプロデュサ

ーを努め、海外向け商品開発の実績も豊

富である。

miyake design代表

Kazushige Miyake (Japan)

多摩美術大学プロダクトデザイ
ン科卒業、その後渡英、現地の
デザイン事務所に勤務。

2002年に深澤氏とともにNaoto 

Fukasawa Designに移籍し、NEC

や日立製作所、±0の製品デザ

インを手がける。

2005年に有限会社ミヤケデザイ

ンを設立。無印良品、日立製作

所、三洋電機など様々な製品デ

ザインを行う。

多摩美術大学非常勤講師。

IFデザイン賞、グッドデザイン

賞など国内外の受賞歴多数。

“ Next market-in”



International Producer

(Distributor)

International Design team Unit 1 - France 

Anna Takino  (France)

JAPAN ROOTS&TREND代表

日仏間のメディアで取材や通訳
業務に従事。JNTOパリ事務所の

観光アドバイザー就任。

2009年より京都市欧州パリ事務
所運営。京都市・金沢市の観光

レップとしてインバウンド誘客

業務に携わる。京都市海外販路

開拓事業Kyoto Contemporaryの

パリ展示会事業ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄも担う。

(Head Headquarters)
International Designer

Arthur Leitner  (France)

Designer / Consultant

スペインやフランスの大手

建築事務所で家具やインテ

リアの設計を担当し、その

後ルィヴィトンのデザイナ

ーとしてプロダクトデザイ

ンを担当。現在はフリーの

デザイナー、デザインコン

サルタントとしてkreo 

Galerie等の仕事に携わる。

Les ateliers de Paris

代表 Francoise Seince 

パリ市立のデザイン産業イン

キュベーション施設。

代表Francoise Seince氏を中

心に選抜された20数名の若手

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰが所属。

既に90名以上が独立し、仏大

手ブランドのデザインを手が

けたり、独自ブランドを設立

し活躍している。

International advisor

（Distributor）

Coordinator

ＩＡ（Distributor）の提案を元にＩＤがデザイン提案を行う。
ＩＰはＩＤと支援事業者との間に入り、通訳・翻訳のサポートも行いながら進捗を管理し、円滑な開発を促進する。
また、試作品完成後はテストマーケティングを行い、開発チームにフィードバックする。
ＤＡはＨＱから要請があれば、技術的、デザイン的なアドバイスを行う。

全体の統括

バイヤー目線の商品提案

進捗管理・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ兼ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ統括
Les ateliers de Paris
所属若手ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ(数名予定)

Design advisor

ＨＱの要請に応じ

て技術的なアドバ

イスを行う

“ Next market-in”



International Design team Unit 2 - Germany 

(Head Headquarters)

Wolf Wagner  (Germany)

Designer / Director

ドイツデザイナーズクラブ理事。

ルフトハンザやVMF、fischer-

moebel等、ドイツを中心に世界
的企業のプロダクト、インテリ
アデザインを担当する。日本企
業MUJIのデザインも手がける。
DDCのGlobal local projectをｺｰ
ﾃﾞｨﾈｰﾄし、旭川の家具団体と独

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ事業も展開。

DDC(German Designers Club)

ドイツの一流デザイナーのみが

参加する事のできる由緒あるデ

ザイナー団体。

デザイン賞の運営や、各種デザ

イン教育、広報、セミナー等を

運営。

諸外国の製造メーカーとのコラ

ボレーション事業も展開。

Satomi & Lars  Suzuki (Germany)

Sa:Su Network / SHU SHU代表

日本のデザイン商品を専門に取り

扱うコンセプトショップSHU SHU 
Contemporary Japanese Design 
をドイツ・ミュンヘンで経営し、

欧州での小売・卸業務を展開する。

京都市海外販路開拓事業Kyoto 
Contemporaryサポートアドバイ

ザー就任。海外向け商品開発にも

携わる

International advisor

（Distributor）

Coordinator

全体の統括

バイヤー目線の商品提案

International Producer

(Distributor)
International Designer

DDC

所属若手ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ（予定）進捗管理・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻﾎﾟｰﾄ

ＩＡ（Distributor）の提案を元にＩＤがデザイン提案を行う。
ＩＰはＩＤと支援事業者との間に入り、通訳・翻訳のサポートも行いながら進捗を管理し、円滑な開発を促進する。
また、試作品完成後はテストマーケティングを行い、開発チームにフィードバックする。
ＤＡはＨＱから要請があれば、技術的、デザイン的なアドバイスを行う。

Design advisor

ＨＱの要請に応じ

て技術的なアドバ

イスを行う

ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ兼ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ統括

“ Next market-in”



◆CJD プロジェクト参加企業 “ Next market-in”



◆CJD プロジェクト参加企業 “ Next market-in”



3月～5月

・事業公募

・46社応募

・1次審査（書類）

・2次審査（面談）

・15社採択

5月

・ｷｯｸｵﾌﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

・全海外専門家来日

・支援企業訪問協議

・商品開発方針決定

6月

・IDデザイン提案

・試作開始

7月

・試作継続

・問題あればHQ、IP

が適切にサポート

・HQ、IP進捗管理

８月

・１次試作完成

９月

・海外専門家来日

・試作品検討会議を

東京にて開催

・試作品アレンジ提案

１０月

・商品をIPが自社拠

点でﾃｽﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

を行いﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

・試作品改良

１１月

・展示会準備

・広報、ブランディング

方針策定

・Web,広報物準備

12月

・展示品（商品）完成

・海外専門家来日

・東京にて全体会議

・展示会準備・輸送

1月

・展示会準備継続

・Web、広報物完成

・HQ、IP拠点で事

前営業、広報展開

2月

・Ambiente出展

・終了後はIA・IP拠点

等に商品展示、ｱﾌ

ﾀｰﾌｫﾛｰ営業を充実

3月

・フォロー営業継続

・東京にて全体会議

今年度事業総括と

今後の指針を協議

◆事業実施ｽｹｼﾞｭｰﾙ（予定）

※事業年度終了後は、ＩＡ、ＩＰと支援企業との民間取引を促し、自立的、継続的な事業展開を目指す

海外専門家来日！（全メンバー）

海外専門家来日！ IA×1＋ID×2

海外専門家来日！ IP×1

“ Next market-in”



◆キックオフミーティング ５月２６日（東京）
“ Next market-in”

05.26 関係者が一堂に会し、キックオフミーティングを開催

海外専門家、参加事業社
15社、メディアなど約50名
がキックオフに参加

海外専門家からの
ミニレクチャーも

実施



◆工房見学 ５月２７日～３０日
“ Next market-in”

P11_海外専門家木本ガラス訪問動画.mov
P11_海外専門家木本ガラス訪問動画.mov


“ Next market-in”

産地での体感交流を通じて、より深い意見交換が可能となった

◆工場訪問 ５月２７日～３０日



“ Next market-in”
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“ Next market-in”

産地での体感交流を通じて、より深い意見交換が可能となった

◆工房訪問 ５月２７日～３０日



“ Next market-in”

産地での体感交流を通じて、より深い意見交換が可能となった

◆工場訪問 ５月２７日～３０日



◆デザイン提案 ７月 “ Next market-in”



messenger bag business bag

◆デザイン提案 ７月 “ Next market-in”



KUROI MATRIX

“ Next market-in”◆デザイン提案 ７月



Sudare Clock 

“ Next market-in”◆デザイン提案 ７月



Totem

“ Next market-in”◆デザイン提案 ７月



“ Next market-in”

Kisen

◆デザイン提案 ７月



Infinity

“ Next market-in”◆デザイン提案 ７月



“ Next market-in”

SAKE Ceremony

◆デザイン提案 ７月



“ Next market-in”◆試作 ７月～９月



◆試作～試作検討会議 ９月２９日（東京） “ Next market-in”



◆テストマーケティング １１月３日～（パリ、ミュンヘン）

パリ・BtoB

バイヤー
ミュンヘン・BtoC

コンシューマー



◆テストマーケティング １１月３日～（パリ、ミュンヘン）

結果を元に、試作品を更に改良



◆試作品完成 １月 “ Next market-in”



◆試作品完成 １月 “ Next market-in”



◆試作品完成 １月 “ Next market-in”



◆試作品完成 １月 “ Next market-in”



◆試作品完成 １月 “ Next market-in”



公式カタログ

公式カタログを作成し、海外展示会（フランクフルトAmbiente、パリ）に

て配布

また、公式WEBページにも掲載



公式カタログ



公式カタログ



公式カタログ



公式カタログ



公式WEB

公式WEBページを日本語、英語で制作

プロジェクト概要と参画事業者、開発商品をPR



公式プロモーションビデオ

スライド中央をクリック

P85_公式プロモーションビデオ.mov
P85_公式プロモーションビデオ.mov


メディア掲載実績

2014年5月 徳島新聞

2014年5月 日刊工業新聞



メディア掲載実績

2014年6月 NHK

（全国ニュース、関西ニ
ュース、
WEB）



メディア掲載実績

2014年11月 フランス
TV取材

2015年2月フランス
雑誌
L'O - Nouvel Obs -

objet



メディア掲載実績

2015年2月 読売新聞



メディア掲載実績

2015年2月 フランス・デザイ
ンブログ



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）

世界最大級の国際見本市フランクフルトAmbienteに参加



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）

スライド中央をクリック



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）

海外専門家も応援に駆け付け、自ら商品PRを行い、
各自のネットワークでメディアやバイヤーを呼び込んだ



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）

5日間の会期で154名のコンタクト（注文、見積依頼、資料請求等）が集まった。
すべての案件に対し、海外専門家と連携しフォローアップを行う予定

～～～～～
～

リスト非公開



フランクフルト（アンビエンテ 於：メッセフランクフルト）

展示会開始前の時点で１５社中、商品の完成した１２社については、ドイツ（SHU 
SHU）、フランス（JRT)で継続取扱いが決定しており、現在フォロー営業中。

ドイツ（SHU SHU）
ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ、Ａｇｅｎｔ

パリ（Japan Roots & Trend）
ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ、Ａｇｅｎｔ



Contemporary Japanese 

Design - Project

Post REPORT - French Team

March 2015

事業PRイベント（パリ）

Contemporary Japanese Design Project Exhibition in Paris
於：Japan Roots & Trend ショールーム



Japan Roots & Trend
Anna Takino

Japan Roots & Trends

120, Avenue Gambetta 

75020 Paris

Tél : 01 42 2114 35

Mobile :06 66 96 33 45

パリメトロ 3bis線
Saint-Fargeau（サン＝ファルジョー駅より徒歩１分

事業PRイベント（パリ）

Contemporary Japanese Design Project Exhibition in Paris

パリ展示イベント開催場所



事業PRイベント（パリ）

Contemporary Japanese Design Project Exhibition in Paris



事業PRイベント（パリ）

Contemporary Japanese Design Project Exhibition in Paris



事業PRイベント（パリ）

Contemporary Japanese Design Project Exhibition in Paris



・10日の会期中で約300人の来場者があった。

特にオープニングデーは80人の来場であった。

（１日平均30人来場）

・主な取材メディアは６件

FEMME ACTUELLE（女性月刊誌）、

Madame Figaro（女性月刊誌）

LA PETITE FRITURE（デザインブログ）、

Anne Martinetti（著名作家。短編小説で取り上げる予定）

カトリーヌ・カドゥー（仏映画関係者）

・BtoB受注オーダー ３３件 １５００ユーロ相当

※メディア関係者に対するPRイベントとして開催したが、

バイヤーや一般にも広く公開した為、展示品に予約オーダー

が入る状況になった。

Exhibition Key Figures

事業PRイベント（パリ）

Contemporary Japanese Design Project Exhibition in Paris



Contemporary Japanese Design Project

“ Next market-in”

商品開発詳細



代 表 者：代表取締役社長 大橋 博行
住 所：岐阜県大垣市西外側町2-8 連絡先 0584-78-5468
会社概要：伝統工芸品の枡を製造、近年はデザイン化した枡商品の開発に取り組む
主力商品：木製ます、計量器

①既存商品
伝統的な枡とデザイン化さ
れた枡がある

有限会社大橋量器 開発状況

②海外専門家工場訪問
基本の枡を発展した量産商品
とインパクトのある椅子商品
を開発する事を検討、合意した



③デザイン提案

提案１は既存商品の発展型（New basic Masu）
提案２はインパクトのある家具商品（Little foot Masu)

有限会社大橋量器 開発状況



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

試作品検討会議で、提案１は既にかなり完成度の高い試作品が完成した。
また、提案２は最初にスケールダウンした物を作り、テストマーケティ
ングには、より完成度の高い試作品を出品出来た

有限会社大橋量器 開発状況



⑥完成品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された

有限会社大橋量器 開発状況



代 表 者：代表取締役社長 黒井 剛
住 所：京都府船井郡京丹波町豊田千原79番地1 連絡先 075-662-2122
会社概要：PanasonicのOEM商品開発生産を事業として展開している
主力商品：照明器具（住宅用・工事用・店装用）

①既存商品

伝統的なデザインの照明を

多く手掛けている

②海外専門家工場訪問
技術ノウハウを持つLEDを活用し、現
代的なデザイン・用途の商品開発を
検討・合意した

クロイ電機株式会社 開発状況



③デザイン提案

木製パネルの中にLED照明を設置したビデオプロジェクターを提案

クロイ電機株式会社 開発状況



クロイ電機株式会社 開発状況

⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

短い開発期間の中で完成度の高い試作品を開発した。電源パネルのスリ
ム化など、商品化に向けて細部を検討した

④試作品、および会議での検討



⑥完成品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された

クロイ電機株式会社 開発状況



代 表 者：代表取締役 高野信雄
住 所：新潟県三条市金子新田丙313－1 連絡先 0256-33-0384
会社概要：創業５０年 缶切製造販売数量日本No１
主力商品：調理小物製造販売

①既存商品
缶切りを代表として
調理小物全般を扱う

プリンス工業株式会社 開発状況

②海外専門家工場訪問
調理小物からテーブルツール（食
器など）へ展開することを検討・
合意した



③デザイン提案

４個のスプーン、バターナイフがセットとなっている、
サービングツールを提案

プリンス工業株式会社 開発状況



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

金型の開発が必要だったことから、開発期間が予定より長くかかり、テ
ストマーケティングではコンセプトに関するヒアリングのみを実施した

プリンス工業株式会社 開発状況



⑥完成品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された

プリンス工業株式会社 開発状況



代 表 者：代表取締役社長 熊谷 隆慶
住 所：京都府京都市山科区川田清水焼団地町9-5 連絡先 075-501-8083
会社概要：京焼・清水焼の卸売業、個売り業
主力商品：陶器全般

①既存商品
伝統工芸清水焼のあらゆる商
材を取扱う

株式会社熊谷聡商店 開発状況

②海外専門家工場訪問
清水焼の行程を表現するマルチ
カップセットを開発することで
検討・合意した



連結するデザインで、焼物の各工程が段階的に分かる
デザインのマルチカップセットを提案

株式会社熊谷聡商店 開発状況

③デザイン提案



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

かなり早い段階から完成度の高い試作品が出来ていたが、当初は手作り
品の為、連結の精度が出なかった為、型生産に移行

株式会社熊谷聡商店 開発状況



⑥展示品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された

株式会社熊谷聡商店 開発状況



代 表 者：代表取締役 木本 誠一
住 所：東京都台東区小島２-１８-１７ 連絡先 03-3851-9668
会社概要：硝子食器企画製造販売
主力商品：ガラス食器全般、江戸切子商品

①既存商品
伝統的な江戸切子を使った
ガラス食器を多く手掛けて
いる

木本硝子株式会社 開発状況

②海外専門家工場訪問
新たな日本酒の飲み方「Sake 
Ceremony」を提唱し、その飲み方を
象徴する酒器セットの商品開発を検
討・合意した



③デザイン提案

技術的問題で提案１は実現不可能になり、提案２は日仏の文化的相違に
より事業者が難色を示し、結果的に提案３で決定

提案１

提案２ 提案３

木本硝子株式会社 開発状況



⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

デザイン提案が３回変更になった影響で完成が遅れ、テストマーケティ
ングにはコンセプトシートと３Dプリンターでの試作品で評価

④試作品、および会議での検討

木本硝子株式会社 開発状況



⑥完成品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された

木本硝子株式会社 開発状況



代 表 者：代表取締役社長 小寺 敏夫
住 所：滋賀県東近江市種町１７３６ 連絡先 0748-42-0205
会社概要：伝統的すだれ等を製造する一方各種スクリーン商品も製造。博多新幹線にも採用。
主力商品：すだれ、よしず、自然素材（木製・竹製）ｽｸﾘｰﾝ・ｶｰﾃﾝ等

①既存商品
すだれ、スクリーンを
主力商品として展開

大湖産業株式会社 開発状況

②海外専門家工場訪問
すだれの光を通す効用や歴史的
背景を感じられる商品を開発す
ることを検討・合意した



③デザイン提案

時針、分針、秒針をそれぞれ別のすだれスクリーンで重ね合わせ後ろから光を透過する事
で時計として機能する「SUDARE CLOCK」という商品を提案。すだれクリーンが重なって回
転するとモアレ効果が起こり、インパクトのある演出が可能。
日本の「間」の概念やすだれ等の間仕切りで空間を隔てるという考えが、欧米人に取って
は斬新に感じられるので、そのコンセプトを取り入れた商品

大湖産業株式会社 開発状況



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

海外専門家のネットワークで時計メーカーに提案し、商品化を目指す方
向に絞って開発を進める方針。テストマーケティングでは一番人気で高
いポテンシャルを発揮した

大湖産業株式会社 開発状況



⑥完成品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い試作品が開発された。
海外専門家のルートを通じて欧州の時計メーカーにプレゼンを行い、採
用を目指す

大湖産業株式会社 開発状況



代 表 者：代表取締役 村木 和好
住 所：滋賀県甲賀市土山町大野4810-1 連絡先 0748-67-8047
会社概要：プラスチック成形・加工・製造
主力商品：フィルター商品、新商品プラレイン

①既存商品
特殊な押し出し成形した
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ商品PlaRain

有限会社和晃プラスチック 開発状況

②海外専門家工場訪問
バージン材のﾌﾟﾗｽﾁｯｸ商品は環境意識
の高い欧州では不評なので、ｴｺ・ﾌﾟﾗ
ｽﾁｯｸ商品を検討・開発する事で合意





③デザイン提案

提案１はｴｺﾌﾟﾗｽﾁｯｸPraRainを使った屋上緑化商品、提案2は
子供用の遊具開発を検討する事で合意

提案１

提案２

有限会社和晃プラスチック 開発状況



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
不参加

提案１はｴｺ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸとしての素材の開発が難航し、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ素材としては保
水性の問題等もあり、時間をかけて開発する事になった。
展示会には提案２の遊具を出品する事で開発する事になり、テストマーケティ
ング参加は見送った。

提案１

提案２

有限会社和晃プラスチック 開発状況



⑥完成品写真

デザインコンセプト通りには試作は完成したが、コストカットや納期の
関係で、プラレインを覆う布生地の色と品質がデザイナーが求めるレベ
ルに届かず、更に改良が必要である

有限会社和晃プラスチック 開発状況



代 表 者：代表取締役 山田 明弘
住 所：徳島県徳島市寺島本町西2丁目35番1 連絡先 088-622-1745
会社概要：創業100年 伝統工芸の染織や意匠、装飾や技術を活かした製品を提案
主力商品：和装商品

①既存商品
着物が主力商品ではあるが、
革への藍染を活用した小物
も展開

株式会社絹や 開発状況

②海外専門家工場訪問
藍染した革の素材の良さを伝えるた
めに、バッグなどの大きい商品開発
を検討・合意した



③デザイン提案

素材感を活かしたバッグ（4種類）を提案

株式会社絹や 開発状況



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

縫製、サイズなど図面指示通りでない部分が散見され、試作品は再作成
することとなり、テストマーケティングではコンセプトに関するヒアリ
ングのみを実施した

株式会社絹や 開発状況



⑦完成品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された

株式会社絹や 開発状況



代 表 者：代表取締役 沖野 俊之
住 所：京都府京都市下京区柳馬場通五条上る柏屋町344 連絡先 075-361-5281
会社概要：漆器の企画・販売、漆・塗料、捺染用製版資材などの資材販売
主力商品：漆原料、京漆器

①既存商品
伝統的京漆器と漆にデ
ザインを取り入れた商品

株式会社井助商店 開発状況

②海外専門家工場訪問
漆と木の技術を使ったオブジェにも
なるマルチテーブルウェアを開発す
る方向で検討・合意した。



③デザイン提案

漆の木をイメージする、塗と無垢の木地とのコントラストを活かした
スタッキングできるマルチテーブルウェアを提案。
当初は削り屑からも商品を作るアイデアであったが、これは技術的に
困難な為、断念した。

株式会社井助商店 開発状況



④試作品、および会議での検討 ⑤テストマーケティング
結果抜粋（詳細別紙）

かなり早い段階から完成度の高い試作品が出来ていたが、木地の自然の
黒変色をいかに避けるかと、木地のサイズに限界があり、当初デザイン
した大きさの商品は生産困難である事が分かった。

株式会社井助商店 開発状況



⑥展示品写真

デザインコンセプト通りに完成度の高い商品が開発された。
材料の都合で、デザイナーのプランより一回り小さくなってしまったが、
木地の安定確保が出来ればポテンシャルの高い商品になりえる。

株式会社井助商店 開発状況



国際的な信頼関係構築と自立した事業継続体制の構築

どんなに素晴らしい技術があっても、その商品に共感し、共に開発に携わり、積極的に販売を支援してく
れるパートナーがいなければ持続的な海外展開は不可能です。

本事業ではバイヤーでもある海外専門家（インターナショナルアドバイザー、プロデューサー）や、実力
あるインターナショナルデザイナーと共同で商品開発・販路開拓を行う中で、何よりも人間関係の構築を重
要視してきました。

事業終了後もプロジェクト参加者全員が商品の販売を通して持続したWin-Win体制を確立を目指します。



（事業運営事務局）
合同会社TCI研究所内 CJD-P運営事務局
東京事務所：〒105-0003 東京都港区西新橋3-15-6-302
京都本社 ：〒602-0072 京都市上京区百々町546 日吉屋ビル3F

e-mail：cjdp@tci-lab.com Web:www.c-japandesign.net

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業・小規模事業者海外展開支援事業（海外専門家派遣事業）【海外向け商品プロデュース支援事業（生活雑貨、インテリア）】

Contemporary Japanese Design Project

“ Next market-in”
進化した次世代マーケティング手法

海外バイヤー、デザイナー達との強固なネットワーキングによる
海外市場情報を元に、現地ライフスタイルに適したデザイン商品の開発


