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MAPIC Stand No. 14.26 Level 01 

In Japan, new "ways of life" have been born through well-designed hand-made crafts.
"Rebuilding" after the natural devastation is redefining "ways of life". It is none other 
than searching for a new set of values. That’ s because our lives are always within the 
embrace of the natural world.

Welcome to the Booth 14.26 level 01 at MAPIC 2011.
We present hand-crafted objects to propose a lifestyle that defines new "ways of life", 
and a new set of values through the "rebuilding" process.  These objects will bring 
happiness to you when used in your everyday life.
 - Beautiful lacquerware.
 - Forged-iron kettles.
 - Hand-woven luncheon mats.
 - Handicap-friendly vessels.
 - Bags using recycled fishermen's banners
* note: lacquerware does not use any heat source during the production.

In the birthplaces of these crafts, peace-loving people live surrounded by beautiful 
landscape, blessed with a blissful lifestyle.  The lifestyle of this region is what Japan 
presents to the world as a proud Japan-Lifestyle.
Please come to our booth where you can get a glimpse of it.

１．MAPIC2001 出展

今回は、復興をめざして、被災地から
新しい「暮らし方」を提案します

持続可能なまちづくりプロジェクトは、➊コンパクト・シティの実現、
➋地域のライフスタイルのブランド化という二本の柱で、日本の地方を、
都市と農村が相互に助け合う田園都市を再構築し、世界がうらやむような、
魅力溢れる、豊かで清潔で住みやすい成熟社会のモデルにつくりあげてい
こうというプロジェクトです。各地で取り組みが進んでいますが、今回は、
経済産業省クール・ジャパン海外戦略室の支援を得て、復興に焦点をあて、

「復興は暮らし方の創造から」をテーマに、フランス・カンヌで行なわれ
る国際見本市「MAPIC2011」に、「優れた工芸品や特産品によって生まれ
る新しい『暮らし方』」を出展しました。

目的
1）日本のライフスタイルを世界に訴求、産業として育成
2）ライフスタイルのブランド化とまちづくりの連携

* プレスリリースのリクエスト数：160 件（2011.12.8. 時点 )
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フォト・ギャラリー
手仕事から新幹線まで、美
しい自然から被災の様子ま
で、そして前向きにがんば
る人びとの面だましい、被
災地の「暮らし方」の今
を、迫力ある写真が捉えま
す。

ライフスタイル展示
ハイセンスなライフス
タイルを実践するある
家族の食卓を再現しま
す。商談の場所を兼ね
ます。

手仕事作品展示A
新しい「暮らし方」を
創造する工芸品・特産
品の数々。ライフスタ
イルという付加価値を
つけて展示

野菜すし
日本の食の代表・すしをまっ
たく新しいスタイルで、すば
らしい手仕事の器とともに提
供。ヘルシーでおいしい日本
のライススタイルを印象深く
アピールします。

手仕事作品展示B
新しい「暮らし方」を
創造する工芸品・特産
品の数々。ライフスタ
イルという付加価値を
つけて展示

ワークショップ
大船渡の硯を使って書道
を体験していただきま
す。お手本を見ながら、
お題は「心」。ほかにも
参加型の展示を企画

映像展示
日本のクールなライフ
スタイルを映像で表
現。モニタは壁にかけ
ず、じっくり覗き込ん
でもらいます。

MAPIC 2011
ライフスタイルの
ブランド化
ブース

11年10月26日水曜日

２．展示企画
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『人生の目的とは何か』

この言葉は、1930 年に「文化への不満」の中で、
フロイトが提起したテーマです。フロイトは「人生
の目的としての幸福」というふうに論を進めました。
東日本大震災を経験した私たちも今、改めてこの問
いに向き合わなければならないのかもしれません。

The question of the purpose of human life

私たちの国日本では、人の手仕事による優れた工芸
品によって、新しい『暮らし方』が生れてきました。
自然の災厄からの「復興」とは、改めて『暮らし方』
を創造すること。それは、新しい生き方を見つける
ことに他なりません。
何故なら、私たちの暮らしはいつも自然と共にある
ものだから。

それが、『2011 年の日本からの問いかけ』です。

La question du but de la vie humaine
人类生活的目的这个问题

人生の目的とは何か
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３．展示の様子
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At 11:30am on Saturday in September.

After enjoying shopping in the morning, Cathey chose “ 心 KOKORO” in 

Rue Saint Honoreas a meeting place to see her friend Monica.

She loves fresh air and healthy “BENTO” (a lunchbox) from the shop.she 

ordered one and a colorful world appears when she open the cap.

“Sashimi” “Tempura” “Sushi”… Cathey and her friend enjoyed talking with 

simply cooked dishes.

For dessert, she always orders a beautiful Japanese sweet with green tea.

A Scarlet-tinged leaves shaped sweet that reminds Japanese autumn scene 

is served on a Urushi plate.

Her friend Monica selected a simple aduki parfait with powdered green tea.

The tea is served in a big cup like a Cafe au lait bowl. 

She feels the mystical east through the sweets balanced with bitterness of  

the tea

She is satisfied with the healthy food and the comfortable space, and before 

leaving the shop,she bought an iron kettle designed by a young artist for 

her mum’s birthday present

“She always looks pleased with the simple beautiful Washi wrapping.

she leaves the shop thinking "next time  I will come back to “心 KOKORO” 

with mum ”
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The Proposal for a New Shop

パンフレッ ト 石巻.indd   スプレッ ド  1 / 2 ページ  (4, 1) 11/11/13   15:00

４．ギャラリーショップ

海外展開するアンテナショップのモデルとして。
ライフスタイルのブランド化を表現するコンセプト
ショップ。

　　　　　　　　 

店舗のコンセプト＆イメージ
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ライフスタイルのブランド化商品
展示例

* 商品リスト

1.	 南部鉄器 /なべ敷き
2.	 南部鉄器 /トレイ（線）
3.	 南部鉄器 /鍋敷き /格子 /小
4.	 南部鉄器 /鍋敷き /格子 /中
5.	 南部鉄器 /コンポート	（ボウル）
6.	 南部鉄器 /オイルパン
7.	 南部鉄瓶 /新珠 /肌
8.	 南部鉄器 /イグ鍋
9.	 浄法寺漆器 /片口 5寸、3.5 寸　朱
10.	 浄法寺漆器 /盃　溜
11.	 浄法寺漆器 /竹箸　溜
12.	 浄法寺漆器 /六寸　平皿　朱
13.	 浄法寺漆器 /六寸　平皿　溜

1
3

5

6

7

8

9
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11

11

12

13
4

2
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Reconstruction with community developer
The community based company founded by the residents will reconstruct the city center 

with other concerned parties and with people who lost thier homes in the suburban areas 

and areas close to the seashore by tsunami.They are going to make the town center a 

more beautiful, more energetic and a safer space to live, work, and spend free time in. 

to use the spaces in City center more efficient, smart shrink strategy will be adopted. 

Therefore the center can regain its role as an accumulation of shops and houses. The 

reconstruction cost of such plan will be much cheaper compared to constructing large 

scale embsankment to protect areas at risk from other tsunami and natural disasters. 

The reconstruction in ISHINOMAKI

石巻における復興まちづくりと、産業振興による
持続可能なまちづくりのコンセプトパンフレット。
大漁旗をリメイクした製品を１例として展示。
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５．海外出店候補施設

MAPIC 会場にて、約 150 名の海外事業者からア
プローチがあり、その中から出展候補施設を検討し
た。

フランス、イタリアなど文化水準が高い国や地域
から出店誘致

日本の洗練されたクラフトが新鮮
中国、インドなどからは、時刻の民芸をブラッシ

ュアップして世界に展開したい。
コラボレーションの希望があった。

また、会期後にはパリにて、ヒアリングと出展候
補地の視察を行った。

□ 11 月 21 日 14:15~16:00
STONE MARKET 社 
(53 rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt)
paris の不動産業者。
パリ出店について、情報収集、出店場所及び形態
の相談。

□ 11 月 21 日 17:30~18:30
Paris Docks en Seine
= Cite de la Mode et du Design
(34 quai d’Austerlitz 75013 Paris)
Philippe Vincent (Clipperton Developpment 
.co)

MAPICでのコンタクト
会社名 担当者所在

1 Holmstaden Soren Wissing CEKolding,DK デンマークのディベロッパー コリング中心市街地の低層再開発。場所確保の準備あり。
2 Greig & Stephenson Ken GreigLondon,UK UKの建築、商業コンサル 香港郊外のマーケット。当プロジェクトを紹介してくれる。
3 Clipperton PhilippeParis,France パリ不動産業。複合ビルの管理 セーヌ河岸のリノベーションプロジェクト
4 Consolo Produzioni Alessandro ConsoloMilano,it ミラノのデザイン博、商業コンサル Milanoのテンポラリショップ。
5 Tront-Kiev Yuriy KryvosheyaUkraine カザフスタンのショッピングモール 出店の可能性も。
6 MAB Development Isaac Kalisvaart CEOHague,NL オランダの大手ディベ アムステルダム駅の再開発に来て欲しい
7 VIRTUOUS Retail Anupam YogNew Delhi インド投資会社の不動産事業子会社 インドのSC。共同で業態開発も検討。親会社：XANDER GROUP
8 Olivier Bourdain Paris,France パリの不動産業者 11/21訪問。短期賃貸借契約も取り扱い

出店の可能性について
施設名称 出展エリア 業態 面積

1 Nordic Design Village KOLDING Kolding Denmark 低層複合開発 150sqm
2 Tai Yuen Market, Tai Po,Hong Kong Hong Kong マーケット 5,120sqm
3 Cite de la Mode et du Design Paris 複合ビル 14,400sqm
4 ミラノ テンポラリショップ 30-140sqm
5 カザフスタン ショッピングモール
6 oosterdoks-eiland アムステルダム 複合施設
7
8 Paris 通り沿いテナント
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６．岩手の民芸と石巻クール
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６．岩手の民芸と石巻クール
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６．岩手の民芸と石巻クール
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７．ホームページ
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TOKYO DESIGNERS WEEK 2011

クールジャパン
石巻の大漁旗のリユースによる復興の取り組みを

プレゼンテーション
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Cool Japan at CANNES
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Cool Japan at CANNES
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プロジェクトの全体像と今後の展開

プロジェクトについて、本事業の位置づけ

海外マーケット

商業施設
SCなど

地方都市・復興地域

まちづくり・復興
（コンパクトシティの実現）

まちづくり会社
（プロデュース型）

MAPIC

岩手のクラフトを中心に展示
・輸出産業に育成するための
　調査分析
・プロモーション

ものづくりの仕組み
MDプロデュース

出展

復興市街地へ出店
WEB

ICTによる情報発信
ネットワーク構築

人材

ライフスタイル

資源・商品群

ディベロッパー
リセーラー
投資家など

ライフスタイルのブランド化
再発掘・商品開発

ブランド価値を高める
（世界へPR・地域で価値の再認識）

アンテナ
ショップ

資源調査

アンテナ
ショップ

海外消費者

コンセプトの発信
ネットワークの構築

海外へ輸出・出店

購買
啓蒙

観光・誘致
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持続可能なまちづくりプロジェクト
わが国の人口は 2004 年をピークに減少に転じ、

2050 年に 9515 万人（高齢化率 39.6％）、2100 年
に 4771 万人（同 40.6％）になると推計されていま
す（中位推計）。こうした中で、①コミュニティを支
えてきた各種基盤の弱体化し、②都市を中心として
スプロール化した地域全体の衰退し、③農林水産業
を含む地域の産業の停滞が進んでいます。

　地域を活性化するための「地域開発」は、これ
までも熱心に取り組まれてきました。しかし、これ
までの地域の振興や再生のシナリオは、「近代化理論

（外発的発展）の図式」の発想で、外部でのお手本を
もって発展の道筋を決め、発展の方向を定めていく
方法が主でした。しかし、このように外の価値観に
依存することは、地域の内発的・自律的に生きつづ
ける生命力を衰弱させてしまいました。

　これに代わる、その文化に深く根ざした、まち
づくりが必要です。地域の自律的・持続可能なまち
づくりの仕組みを再構築することが重要です。

　一方、市街地や集落の物理的な縮退（シュリンク）
が不可避となったことは、20 世紀の乱雑な都市化を
払拭し、美しい田園や町並みとそこで営まれる豊か
な生活を回復するチャンスです。日本が追求すべき
は、お金さえあれば誰でもつくれる大規模都市開発
で世界と競争することではなく、地域の唯一無二の
資源を再発見・再評価し、磨きあげていく「スマー

ト・シュリンク」を実現すること、都市と農村が相
互に助け合う田園都市を再構築することのはずです。
そして、世界がうらやむような、魅力溢れる、豊か
で清潔で住みやすい成熟社会のモデルをつくりあげ
たい。

　問題は、その方法です。私たちは、➊コンパクト・
シティの実現、➋地域のライフスタイルのブランド
化という二本の柱を建て、以下を実践すべく、持続
可能なまちづくりプロジェクトをたちあげました。

地域 w 根ざしたライフスタイルに根ざして、生活
文化産業を創造する。

生活文化産業をコンパクト・シティに集約化する。
コンパクト・シティにおいて、エリアマネージメ

ントを行い、魅力的なまちを創造する。
生活文化産業を、国際戦略として、輸出産業に育

てる。
生活文化産業の素材は、都市をとりまく農山漁村

であり。生活文化産業の成長は、これら地域の成長
であり、ここで新たな都市と農村の関係が構築され
る。

　以上の戦略は、今年度制定された総合特区法
を活用して、5 都市（高松市、坂出市、長浜市、
沼津市、浜田市）が連携をして、申請した「ライ
フスタイルのブランド化、クリエイティブ特区」
に示されたものです。これは、これからの地域の

あり方の切り札であり、これら 5 都市だけでなく、
意欲のある都市が広く取り組むべき課題にほか
なりません。そのような地域からの取り組みが成
就して、はじめて「クールジャパン」「観光立国」
が成立し、日本全体の再生があるのだと考えま
す。


