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～JAPAN プライド～ 

地域自慢の逸品を、 

専門家と『モノ・マガジン』が発掘します！ 

（仮題） 

 

●バイヤーなど専門家と現地マッチング 

●東京都内で展示販売＆アンケート調査イベント 

● 『モノ・マガジン』掲載で全国 PR 
 

 
2018 年６月２７日 

日本商工会議所 

㈱ワールドフォトプレス 

 



2 

 

 

 

 

 

   

日本商工会議所は、小規模事業者による工芸品・特産品など、地域のモノづくり産業（飲食品を含む）にスポットを当て、 

地域の技術を活かした商品開発・改良、販路開拓・拡大につなげるために、2018 年度地域力活用新事業創出支援事業の 

一環として 

 「～JAPAN プライド～ 地域自慢の逸品を、専門家と 『モノ・マガジン』 が発掘します！（仮題）」 

を実施することとなり、このほど参加事業者を募集することといたしました。 

 

  【JAPAN プライド】のコンセプトにふさわしく、「これぞ我が社自慢の逸品！」「地域自慢の産品！」といったモノを 

バイヤーなど専門家と 『モノ・マガジン』編集部が発掘し、その魅力を最大限に引き出します。 
   

   ・バイヤーなど専門家にぜひ見てもらいたい、評価してもらいたい！ 

   ・さらにブラッシュアップして、売れる商品にしたい！ 

   ・ふさわしい売り場や売り方について、アドバイスしてもらいたい！ 

   ・購買意欲の高い都心の消費者に、手に取ってもらいたい！ 

   ・製品や飲食品への関心が高い消費者の反応が知りたい、意見を聞いてみたい！ 

   ・『モノ・マガジン』編集者・カメラマン・広告 PR 担当者に、商品の見せ方や PR 方法について聞きたい！ 

   ・『モノ・マガジン』に載せて、全国の読者にアピールしたい！ 

 

さまざまな側面からアプローチし、商品開発・改良、販路開拓・拡大、全国 PR にご活用いただける事業です。 
 

この事業は、以下の３つの柱で実施します。 
 

＜１＞ バイヤー・専門家が地域を訪問するモニターツアーを実施し、小規模事業者と現地でマッチング。 

＜２＞ 東京都心（丸の内）で、展示テスト販売およびアンケート調査イベントを実施。 

＜３＞ 発行部数７万部の『モノ・マガジン』に掲載し、全国レベルで PR。 

はじめに 
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  ”モノ専門誌” として創刊 36 年の歴史をもつ 『モノ・マガジン』 が、長年の取材・編集経験で培ってきたノウハウと 

専門家のネットワーク （大手百貨店や専門店などのバイヤー・人気ブランドやメーカーの商品企画担当者・プロダクトデザイ

ナーなど） をフルに活用し、 

●商品開発・改良や販路開拓・拡大の機会 

●専門家や感度の高い消費者の評価・反応などを知る機会 

●全国発売の雑誌掲載と東京都心でのイベントにより広く PR する機会 

・・・・・・を創出いたします。 

 

 各商工会議所におかれましては、ぜひ、本事業をご活用いただきたく、貴所管内の小規模事業者様に広くお声がけいただき

ますようお願い申しあげます。   

 

 本事業は、中小企業庁の補助を受け、2018 年度地域力活用新事業創出支援事業「地域ブランディング・販路開拓支援事

業」として実施し、事業運営を株式会社ワールドフォトプレスに業務委託しておりますことを申し添えます。  

 

 ※事業タイトルは今後、ターゲット層集客に効果的なものに変更予定です。 

 

 

 

 

 

日本商工会議所 地域振興部   
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事業実施の３つの柱 

  ① バイヤー・専門家が地域を訪問するモニターツアー実施 （以下： モニターツアー） 
    【実施期間：2018年 11月～12月予定】 

 

  製品情報ひと筋 36年の『モノ・マガジン』が長年培ってきたネットワークを活用し、バイヤー・商品企画担当・デザイナー・編集者などの専門家 

   が各地域を訪ねるモニターツアーを実施。 

    小規模事業者の商品改良やブランディング強化に向けたアドバイスを受けることができます。 

    また、商品の特性に合った販路・流通チャネルについても助言し、商談の機会を創出します。 

  ② 東京都心（丸の内）で展示テスト販売＆アンケート調査イベント実施（以下：都内イベント）  
    【実施期間： 2019年２月 14日（木）～16日（土）】 

 

  東京駅から徒歩１分のイベント会場にて、上記①で助言を受けた小規模事業者の商品をはじめ、各地域の技術を活かした製品を展示販売する 

イベントを実施します。 

    さらに会場にて、バイヤー・専門家の品評および一般来場者の意見を聴取するアンケート調査を実施。平日は、丸の内のビジネスパーソンを中心 

とした感度の高い消費者、週末はファミリー層や外国人観光客への対面販売を実践する機会になるとともに、商品に対する品評・反応を知る好機 

になり、商品開発改良に役立ちます。アンケートについては後日、集計分析した結果をフィードバックします。  

  ③ 『モノ・マガジン』に掲載し全国レベルでＰＲ  （以下： モノ・マガジン） 
    【2019年２月２日発売号で掲載】  
 

全国発売７万部、モノ専門誌として 36年の歴史をもつ 『モノ・マガジン』の誌面で、地域のモノづくり産業にスポットを当て、上記①②に参加する 

事業者の商品情報等を全国に発信。地域産業の認知度アップとイメージ向上、各事業者の商品 PRにつなげます。 

   さらに、掲載した記事を「抜き刷り」によりパンフレット化し、②のイベント会場で配布するほか、イベント終了後も継続的なＰＲツールとして、貴所で 

ご活用いただけます。 
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＜１＞ 事業名称  

 「～JAPAN プライド～地域自慢の逸品を、専門家と『モノ・マガジン』が発掘します！」
（仮題※） ※事業タイトルは今後、ターゲット層集客に効果的なものに変更予定です。 

＜２＞ 事業概要  

-１ モニターツアー  

実施時期：2018 年 11 月 20 日頃～12 月上旬の２～３日間 ※ 応募状況に応じて調整のうえ日程を決定。 

（以下 A、B のいずれかで実施致します） 
   A.各事業者の現場にて バイヤーなど専門家が各事業者の事務所・工場を訪問し、助言・意見交換などを行います。   

                  ※参加事業者数は、２～３社とさせていただきます。  

   B.貴会議所にて 複数の事業者に貴所にお集まりいただき、バイヤーなど専門家による助言・意見交換などを行います。 
           ※参加事業者数は、５社までとさせていただきます。          

 

-２ 都内イベント  

実施時期：2019 年２月 14 日（木）～16 日（土） 

「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」にて  
       東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 KITTE 地下１階 ※東京駅丸の内南口より徒歩約１分 

 

-３ モノ・マガジン  

2019 年 ２月２日（土）発売号にて 16 ページの特集として掲載 
誌面で掲載し、全国発売（全国書店、コンビニエンスストア、JR 系キオスク、空港・新幹線駅構内売店、オンライン書店等にて）                     

実施概要 
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＜３＞ 想定ターゲット   

  ●主に３０～５０代 男性 

  ●製品・飲食品に対する感度が高く、技術・素材・産地などにこだわる本格派。 

  ●良いモノであれば高額でも購入する、消費意欲の高い富裕層。 

  ●都内イベントの来場者は、東京駅丸の内周辺で勤務の 20～50 代ビジネスパーソンが中心。 
                  ・ 

＜４＞ 事業内容   

-１ 事前説明・コンサルティング （2018 年９月～電話、メール、★マニュアル等で実施）  

 ●モニターツアーの概要説明  
     実施までのスケジュール、バイヤーなど専門家の顔ぶれ、ツアー当日の流れ、本プロジェクトの想 

      定ターゲットの消費行動や嗜好性に対応した出品商品の選び方、アピールポイントについて、 

      『モノ・マガジン』のスタッフが電話・メール・★マニュアル等で説明・コンサルティングします。        

 

 ●都内イベントの概要説明 
     実施までのスケジュール、本プロジェクトの想定ターゲットの消費行動や嗜好性に対応した出品商   

      品の選び方、ブース装飾、展示方法、試飲・試食、サンプリング、搬入搬出等について、 

       『モノ・マガジン』のスタッフが電話・メール・★マニュアル等で説明・コンサルティングします。 

 

 ●『モノ・マガジン』掲載の概要説明 
     掲載までのスケジュール、掲載商品の選び方、全国レベルで PR する際のアピールポイントや見 

      せ方、スタジオ撮影用商品の送付方法等について、『モノ・マガジン』のスタッフが電話・メール・ 

★マニュアル等で説明します。 

 

★ 出品商品の選び方やアピールポイントなどをまとめた「実施の手引き」を基に、『モノ・マガジン』 スタッフがサポートします。 
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-２ モニターツアーの実施 ※参加希望の商工会議所が多数の場合は、地域バランス等を考慮のうえ選定させていただきます。 

 ●期間 ： 2018 年 11 月 20 日頃～12 月上旬の２～３日間 

 ●場所 ： 参加商工会議所とご相談・調整のうえ以下 A・B のいずれかで実施 します。 

      A. 各事業者の会社・工場にて 

         バイヤーなど専門家ならびに『モノ・マガジン』編集スタッフ計８～10 名が、各事業者の会社・工場を訪問・視 

察し、各社の「自慢の逸品」をはじめとする製品に対する意見感想、改良点や商品開発のヒント・販路・PR 方 

法などについて助言・意見交換を行います。滞在時間は１社につき約２時間程度。    

                                                   

      B. 貴会議所にて 

         複数の事業者に貴所にお集まりいただき、「自慢の逸品」をはじめとする自社製品を持参していただきます。 

          その場にバイヤーなど専門家ならびに『モノ・マガジン』編集スタッフ計８～10 名が訪問し、各社が持参された 

製品や資料などを拝見しながら、商品に対する意見感想、改良点や新商品開発のヒント・販路・PR 方法など 

について助言・意見交換を行います。滞在時間は約２～３時間程度。                                         

                 

 ●専門家 ：以下の専門家（候補）が現地訪問 
            ※都合により、メンバーは変更の場合があります。            
               ※専門家の担当分野と事業者の業種などがマッチするように配慮しますが、調整は当方にご一任いただきます。 
          【候補】 ・大手百貨店、量販店、セレクトショップ、コンビニ等のバイヤー （２～３名） 
                  東急ハンズ、そごう西武、三越伊勢丹、近鉄百貨店、ヨドバシカメラ、セブン＆アイ、ビームス等 

  

             ・プロダクトデザイナー、プロデューサー、商品開発企画担当者等 （２～３名）  

               5×8PRODUCTS、創造意匠、UMENO DESIGN、Y2、三井デザインテック、 

                    FCP（フード・コミュニケーション・プロジェクト）アドバイザー、CEMENT PRODUCE 等      

 

               ・『モノ・マガジン』 編集スタッフ、カメラマン、広告 PR 担当 （２～３名）  
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-３ 都内イベントの実施 ※参加希望事業者が多数の場合は、地域バランスの考慮ならびに商品選考のうえ選定させていただき

ますので、誠に恐縮ではございますが、お断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 
  ●期間 ：   2019 年 ２月 14 日（木）～16 日（土） ※ 開催時間は今後調整 

 ●場所 ：   「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」 （屋内２００㎡） 

                    東京都千代田区丸の内二丁目７番２号 KITTE 地下１階 ※東京駅丸の内南口より徒歩約１分 

 

 ●ブース ：  約１５ブースを想定／ サイズ 各６㎡程度 （調整のうえ決定） 

                 ※ブースは原則として事業者ごとに設定する予定ですが、出展をご希望される事業者数・商材属性などにより 
                     共同ブース等でのご出展をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。 

 

 ●展示販売： 一般来場者向けに、B to C 商品・飲食品を展示販売 

                 想定される来場者層は、平日は東京駅丸の内周辺に勤務する 20～50 代のビジネスパーソンであ 

り、消費意欲と感度の高い首都圏在住の中高所得者。週末はファミリー層や外国人観光客。 

 

 ●アンケート調査： 一般来場者およびバイヤーなどの専門家を対象に実施 

                モニターツアーに参加する専門家＋約 30 名のバイヤー・デザイナー・商品企画者・メディア関係者 

                など専門家を招待し、出展商品を品評してもらいます。また、一般来場者に対してもアンケート調査 

                を実施し、出展商品の魅力や買った理由・買わなかった理由などを聴取（目標聴取人数 150 名）。 

                アンケート結果は後日集計し、出展各社にフィードバックします。 

 

 ●その他： 実演・ワークショップ・試食試飲・サンプリング・カフェとコラボも可能 

               各地域・各事業者のモノづくりの魅力を最大限に表現するために、職人による実演や、一般来場者 

向けのワークショップ、試食や試飲、サンプリングなども実施可能です。 
※火器や危険物を使用するもの、施設の規定に触れるものは不可となります。音や匂いについては応相談。 

                また、イベント会場に隣接するカフェと連携して、食材などの無償提供による期間限定ご当地メ

ニュー、カップや食器などの提供も無料で可能。  ※カフェコラボは人気が高いため、先着決定となります。 
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-４ 『モノ・マガジン』に掲載  

 ●期間 ：2019 年 ２月２日（土）全国発売 （店頭販売は２月 15 日頃まで） 

 ●掲載スペース ： 計１６ページ 

 ●掲載事業者数 ： 参加事業者すべて 

 

  ●掲載内容： モノ・マガジン専属 ”物撮り”プロカメラマンによる写真とプロ編集者による文章で、各地域のモノ 

                  づくり産業および小規模事業者による商品の魅力を、最大限に引き出します。 

                 ”モノ専門誌”ひと筋 36 年『モノ・マガジン』ならではの視点で、地域と商品の魅力を深く掘り下げ  

                 全国の”モノ大好き”読者に向けて 「自慢の逸品」をアピールします。 

          【具体的な掲載内容】 
                ・モニターツアーでの取材に基づく地域のモノづくり産業の概要／ 

製造現場の様子／代表者・職人インタビュー 

                   ・東京のスタジオで撮影する商品写真／商品情報／ 事業者情報 

                   ・専門家の評価・コメントなど 
 ●読者層： 主に３０～５０代 男性。                             

製品・飲食品に対する感度が高く、技術・素材・産地等にこだ 

わる本格派。        

良いモノであれば高額でも購入する、消費意欲の高い富裕層。 

 

 ●抜き刷りパンフレット化：  

上記の掲載記事を「抜き刷り」にして、無料配布用パンフレット 

               として作成します。 

参加する全商工会議所に一定部数をご提供し、事業終了後も 

継続的にご活用いただけるようにするほか、都内イベント会場 

に設置して、来場者に自由に手に取ってもらいます。    

※掲載イメージ 
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-５ 参加要件  ※モニターツアー（専門家マッチング）、都内イベント、モノ・マガジン掲載、すべてに共通です。 

 １）商品について   
●小規模事業者が、地域資源等を活用して製作した商品 

●地域の匠の技を活かした（伝統的）工芸品、工業製品、食品、飲料品（酒類も可）など 
            ※できれば BtoC 製品が望ましいですが、BtoB 製品についてもご相談に応じます。 

●【JAPAN プライド】のコンセプトにふさわしい商品 

「これぞ我が社自慢の逸品！」「地域が誇る自慢の産品！」というモノ 1 点～複数 

            ※「技術が自慢」「素材が自慢」「職人の情熱が自慢」「歴史が自慢」など、アピールポイントは問いません。 
    ・バイヤーなど専門家にぜひ見てもらいたい、評価してもらいたい！ 

    ・さらにブラッシュアップして、売れる商品にしたい！ 

    ・ふさわしい売り場や売り方について、アドバイスしてもらいたい！ 

       ・購買意欲の高い都心の消費者に、手に取ってもらいたい！ 

      ・製品や飲食品への関心が高い消費者の反応が知りたい、意見を聞いてみたい！ 

    ・『モノ・マガジン』編集者・カメラマン・広告 PR 担当者に、商品の見せ方や PR 方法について聞きたい！ 

    ・『モノ・マガジン』に載せて、全国の読者にアピールしたい！                 ・・・といったモノをお寄せください。 
 

２）事業者について 
 ●原則、小規模事業者であること  ※ 定義については[注]をご参照ください。 

 ●商工会議所の会員であること 

 ●モニターツアー実施期間中に、自社または商工会議所にて専門家と直接対面できること 

 ●都内イベント期間中にブースに常駐し、対面販売・来場者との直接コミュニケーションができること 
      

 [注] 業種分類（中小企業基本法の定義）／製造業その他（従業員 20 人以下）、商業・サービス業（従業員５人以下） 

     ・「商業」とは、卸売業・小売業を指します。 

     ・商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（小規模事業者支援法）、中小企業信用保険法、小規模企業共済 

      法の３法・政令により宿泊業および娯楽業を営む従業員 20 人以下の事業者を小規模企業としています。 
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-６ 参加経費  

 無料   ただし、都内イベント出展に際しての会場までの往復交通費・宿泊費・配送費など、『モノ・マガジン』掲載のための撮影用商品 

            配送費などは、自己負担となります。 

 

-７ 申込〆切  

 ２０１８年７月２５日（水） １８時 

 

-８ お申込み方法  
 本募集要項を地元の小規模事業者の皆様にご周知・ご相談いただいたうえ、本事業に参加いただけます場合は、 

別紙の★申込書（ EXCEL ファイル）に必要事項をご記入のうえ、下記事務局まで２０１８年７月２５日（水）１８時までに 

E メールにて送付してください。 

 

★申込書 は、以下の３種 がございます。 

①モニターツアー（専門家マッチング）参加申込書  

②都内イベント参加申込書                               各商工会議所が記入  

③事業者＆商品情報シート                       各事業者が記入し、商工会議所がとりまとめ 

 

●モニターツアーのみ参加希望の場合は➡ ①と③ 

●都内イベントのみ参加希望の場合は➡   ②と③ 

●ツアーとイベント両方参加希望の場合は➡ ①と②と③ 

・・・にご記入のうえ、すべて商工会議所のご担当者を通じてお申し込みください。 
 
※ 参加希望の商工会議所が多数の場合は、地域バランス等を考慮し、選定させていただきます。あらかじめご了承ください。 

 
  
 

株式会社ワールドフォトプレス「日本商工会議所×mono」事務局  （杉本・上田（かんだ）） n50@wpp.co.jp 

 お問合せ／  上記 E メールアドレス または ☎03-5385-8111 （土日祝日除く 平日 10:30～18:00） 
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 ■2018 年６月２７日（水）～   募集開始  

 

 ■2018 年７月２５日（水）１８時  申込〆切  

 

 ■2018 年８月 ６日（月）～１０日（金） 商工会議所および小規模事業者の事前審査・調整  
                           ※参加商工会議所には、2018 年８月 13 日（月）までに通過の旨、ご連絡します。 

 

 ■2018 年９月１０日（月）頃～  モニターツアー／都内イベント／モノ・マガジンに関する説明・コンサルティング 
                                                    （☎・E メール・ マニュアルの提供によって説明）                                                                              

        事業者における検討作業 （出品商品の選定、アピールポイントの磨き上げなど） 

                          

 ■2018 年１１月２０日（火）～１２月上旬 モニターツアー実施 ／ 『モノ・マガジン』掲載商品のスタジオ撮影 

 

■2019 年２月 ２日（土）   『モノ・マガジン』 発売 

 

 ■2019 年２月１３日（水）夜   出展商品搬入 

 ■2019 年２月１４日（木）～１６日（土） 都内イベント実施 

 

 ■2019 年３月上～中旬    アンケート結果フィードバック 
 

 

 

 

 

 

スケジュール 
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【モノ・マガジン】とは 
            1982年創刊、製品（モノ）情報とライフスタイルの専門誌。 

        家電製品、自動車、アパレル、アウトドア、インテリア、伝統的工芸品、飲食品など 

あらゆるモノの魅力、歴史的背景、地域性、技術、素材、 

       作り手のストーリーなどを独自取材により深く掘り下げ、買うこと・使うことの楽しみとともに提案。 

    全国の読者の購買意欲を刺激し続けています。 

また『モノ・マガジン』は、一般消費者にとどまらず 

バイヤー、デザイナーやプロデューサー、メーカーの企画開発者などモノづくりの専門家、 

テレビ・雑誌・新聞・ラジオなど他メディアの担当者にも”ネタ本、資料本”として広く読まれています。 

 

         ● 販売期間    ：  毎月２日・１６日の月２回発売 

        ● 主な販路    ：  全国書店、コンビニエンスストア、JR系キオスク、空港・新幹線駅売店、 

                             オンライン書店などで販売 

        ● 発行部数    ：   毎号 70,000 部 

        ● 主な読者層 ：    モノ・ライフスタイル・旅に関心が高く、行動力旺盛な 30～50代男性 
 

 

モノ・マガジンについて 
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【モノ・マガジン】×地域のモノづくり 

～これまでの実績～ 
 

『モノ・マガジン』では創刊 36年の歴史のなかで、全国各地のさまざまな地場産業・伝統工芸など 

地域のモノづくりを取材し、誌面にて特集してきました。 

そのジャンルは多岐にわたり、金属加工、木工、樹脂、繊維、窯業、飲食品など 

あらゆる業種のモノづくりの現場を訪ね、”モノ専門誌”ならではの目線で 

徹底的に取材して地域産業の魅力を掘り起こし、”モノにこだわる”読者に向けて発信してきました。 
 

とくに 2015年よりスタートしたシリーズ企画【地方創生ブランド】では 

これまでにのべ３４の自治体・商工会議所とのタイアップにより、 

モノづくり・観光・移住促進などをテーマに現地取材～記事掲載まで実施し、 

地域のＰＲとブランド力強化にお役立て頂いています。 
 

また、雑誌の誌面で取り上げてＰＲするだけでなく、 

百貨店・量販店などでの販売イベント、自社ＥＣサイト「モノショップ」での物販、 

台湾における日本産品展示販売イベントへの参加、 

地域企業を対象としたセミナーの開催、商品開発やＰＲに関するアドバイス、 

産地の素材とブランドをマッチングさせる新商品開発企画……など、 

さまざまな側面から地域のモノづくりをサポートし、販路開拓や商品開発につなげております。 
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2018年２月掲載 草加商工会議所 

「草加レザー」×靴ブランド 新商品開発企画 

2017年６月掲載 新潟県村上市  

「村上木彫堆朱」 伝統的工芸品の販促 PR企画 

2017年 11月掲載 横須賀商工会議所 

「よこすかグルメをお取り寄せ！」販売促進企画 
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                    東京シティアイ 「パフォーマンスゾーン」  
   

■選定のポイント 

  １） 東京駅丸の内南口直結、 

   好立地こその圧倒的な集客力と利便性 
     平日は丸の内周辺のビジネスパーソン、休日は観光やショッピング 

       目的のファミリーや外国人。消費意欲と感度の高い首都圏在住の 

       高所得者が多いエリア。 

      イベント来場者数は、１日平均 4000～6000 人。目の前の人通りは平日約４万人。 

       とくに平日に昼休み時間と 18 時前後の退勤時間の人通りから、多くの来場者が 

      見込めます。 

      地下なので雨の日も寒い日も、安心。東京駅地下広場から直結で、とても便利な 

      ロケーションです。 

  ２） 隣接するカフェとの連携も可能 

      イベント会場に隣接する「レストゾーン」にはカフェがあり、多くの人が    

       軽飲食を楽しみながら休憩や待ち合わせに利用しています。 

      このカフェで、イベントと連携した期間限定のご当地メニューの提供 

        も可能。食材・商品の無償提供によるコラボメニューやサンプリング 

        提供などを、無料で実施可能です。 

         ※カフェコラボは人気が高いため、先着決定となります。 

  ３） ２００㎡のスペースを活かして効果的な会場設営が可能 

      イベント会場となる「パフォーマンスゾーン」は広さ 200 ㎡。 

      ここに約 15 事業者のブースを設営します。 

      来場者が回遊しやすい配置にし、さらにカフェのテーブルと椅子を利用することで、 

       商談やアンケート調査のために、長時間滞在しやすいスペースを設計できます。 

イベント会場について 

イベントの様子 

カフェスペース 

パフォーマンスゾーン 

（イベントスペース） 
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