明日につながる 岐阜のモノづくり

山と
水の
おくりもの
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豊かな自然の恵みを
生かした暮らし
日本のほぼ中央に位置する岐阜県︒
東西南北をつなぐ地域として発達し︑
豊かな自然や気候に恵まれたことを幸いとして︑
岐阜県は古くからモノづくりが盛んに行われてきた︒

﹁飛山濃水﹂
│ 飛騨の山︑美濃の水︒岐阜県
の地形を指して︑人々はこう呼ぶ︒北部には
標高３０００メートルを超える飛騨山脈がそ
びえ︑南部には海抜０メートルの水郷を有す
る︑肥沃な土壌の濃尾平野が広がる︒濃尾平
野を清らかに流れるのは︑木曽三川│ 木曽
川︑長良川︑揖斐川だ︒

選﹂に

長良川は日本三大清流の１つと言われ︑環
境省の﹁名水百選﹂や﹁日本の水浴場
唯一の河川として選ばれるほど︑良好な水質
を保っている︒上流域の郡上市では水浴びや
釣りに興じる人々の姿が見られ︑中流域の岐
阜市では鮎漁が盛んだ︒伝統漁法の鵜飼は︑
岐阜市を代表する観光名物となっている︒
山から市街地を抜ける河川で︑これほど
人々の暮らしと密接に関わり︑親しまれてい
る河川はない︒奇跡のような清流である︒
そんな長良川の恵みを存分に受け︑美濃地
方では水と関わりの深いモノづくりが発達し
た︒紙がその代表だ︒経済産業大臣指定の伝
統的工芸品でもある﹁美濃和紙﹂の手漉き和
紙をルーツとしながら︑現在では機械漉き和
紙︑洋紙︑特殊紙︑板紙と幅広い分野にわた
って製紙産業が栄えている︒和紙から生ま
れた﹁岐阜提灯﹂
﹁岐阜渋うちわ﹂
﹁岐阜和傘﹂
も︑岐阜県が誇る産品である︒
一方︑山深い飛騨地方では木材の扱いに長

けた﹁飛騨の匠﹂の技と心が連綿と受け継が
れている︒奈良時代における宮殿・寺院造営
から︑現代の洋家具づくりへとシフトして
も︑飛騨地方でモノづくりに携わる人々は
﹁飛騨の匠﹂であり続ける︒
かつて日本の各地には山や川︑田畑︑民家
が織り成す里山の風景がどこにでも見られ
た︒自然と共生しながら暮らす︑それが日本
の暮らしの根底に息づいている︒近代化が
進み︑都市型生活へとシフトしながらも︑自
然からもたらされた資源を無駄にすることな
く︑独自の技と工夫でモノづくりへと生か
す︒そんな岐阜県の堅実な暮らしは︑かつて
の里山の風景を重ね合わせることができる︒
そもそも飛騨地方と美濃地方では自然環境
や気候がまったく異なり︑暮らしの文化も異
なる︒江戸時代までは別々だった飛騨国と美
濃国が一緒になったのが岐阜県だ︒それが岐
阜県の特徴であり面白さでもある︒
当然︑モノづくりにおいても非常に多彩
だ︒資源に恵まれた美濃地方︑伝統的な技が
モノづくりを支える飛騨地方︒両者の個性を
埋没させることなく︑互いに尊重し合える環
境をつくることで︑岐阜県の産品はさらに魅
力を増すに違いない︒北と南の多様な自然環
境を享受することで生まれたモノづくり︑こ
れこそが岐阜県を表す風土である︒
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地域の風土に密着して生まれたモノづくり
プラスチック

岐阜県には大きく７つの産業がある。
いずれも豊かな資源や地の利に恵まれて発展した、独自性の強い産業ばかりだ。
歴史を紐解きながら、地理と合わせて紹介しよう。

戦前に岐阜市で電器部品を製造したことが
始まり。現在は愛知県に自動車産業の一大
集積地があることから、自動車用部品の生
産が盛んであるほか、日用雑貨品、フィル
ム、シート、工業用・輸送用容器、再生プ
ラスチック製品など、広範に発展している。

家具・木工品

加工食品・酒

山深い飛騨には腕の立つ大工が多く暮らし、奈良時
代には都へ出向いて宮殿や寺院建立に従事した。彼

緑豊かな山々と美しい水に恵まれ、多種多様な食材が

飛騨市

らは「飛騨の匠」と呼ばれ、江戸時代にはイチイを

全県にわたって育まれてきた。地域ごとに特色ある農

使った「一位一刀彫」、木肌の美しさを生かした漆器

産物が生産されていることから、加工食品も数多くつ
くられている。北アルプスの山々がたたえる清らかな

「飛騨春慶」といった伝統的工芸品も生まれた。木工
技術は現代へと引き継がれ、1920 年代にはブナ材

雪解け水で育てた米を原料にした、甘・辛・酸・渋・苦

高山市

をはじめとする豊富な森林資源を元に、曲げ木技術

の五味のバランスが取れた日本酒の生産は特に盛んだ。

を生かした「飛騨の家具」へと発展した。

刃物

紙

鎌倉時代に関東や近畿地方で頻発していた戦乱を

1300 年の歴史を持つ手漉きの「美濃和紙」。平安時

逃れ、関に移り住んだ刀匠が、この地で良質な土

代には仏教の興隆によって経文の需要が高まり、美

と水、炭を発見したことにより、日本最大の刃物

濃和紙は保存文書に最適な紙として重宝された。豊

産地として栄えた。大量に刀が消費された当時、

かな水資源に恵まれ、近代には機械漉きの製紙産業

美濃の刀は「折れず、曲がらず、よく切れる」と高

が発展。長良川中流域では美濃和紙の流れを汲む和

い評価を受けた。現在も「関の刃物」の全国シェア

も評価が高い。医療用刃物、工業用刃物も生産量
を伸ばしている。

紙、木曽川流域では洋紙や板紙の生産が盛んだ。和

美濃市

は高く、高品質の包丁やハサミ、ナイフは海外で

岐阜市

関市

紙を使った伝統的工芸品に「岐阜提灯」が、岐阜県
川辺町

可児市

繊維
戦前に紡績工場が多数生まれ、戦後に古着や軍服

の販売が始まったことから、岐阜市の中心部には
問屋街が形成され、アパレル産業が発展した。岐

阜市とその周辺地域には原糸、撚糸、織物、ニット、
染色、縫製、小売りまで多種多様な業種が存在す
る。また羽島市は、日本有数の織物産地である尾

羽島市

多治見市

郷土工芸品に「岐阜渋うちわ」
「岐阜和傘」がある。

中津川市
瑞浪市
土岐市

恵那市

陶磁器
1300 年の歴史を持つ「美濃焼」。材料となる良質な陶土

と、燃料となるマツが豊富に採れることから発展。安土
桃山時代から江戸時代初頭にかけて茶の湯が流行すると

同時に、
「瀬戸黒」
「黄瀬戸」
「志野」
「織部」などの華やか
な陶磁器が生まれ、一大産地として開花した。現在は飲
食器とタイルを中心に生産し、高い全国シェアを誇る。

州産地を支えてきた。
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世界的な彫刻家イサム・ノグチが『岐阜提灯』の技術を用い

求め、貝殻胡粉を漉き込むという繊細な技で完成させた。

1952 年に発売されて以来、今もなお世界中から注目され続

ト。古来よりもっとも美しく高貴な色とされている純白を
和紙は非常に丈夫で長持ちし、劣化することなく 1000 年以

上も保存することができる。想いを言葉にし、和紙に綴る
ことで、それは 1000 年先の未来まで引き継がれる。
古川紙工

tel 0575-37-2319

STEP STEP（ステップ ステップ）

飛騨地方に自生する朴の木。朴の葉は大き

玄関で靴を履くときに軽く腰掛けられる、

のに使われ、郷土料理として親しまれてき

外と置き場に困る靴べらを座面に突き刺し、

て、「光の彫刻」として新たに開発した照明器具シリーズ。

く、火に強いことから、古くから食材を盛る

けている。これは雪だるまのような形をしたユニークなフ

た。これは杉樽仕込みの甘口味噌３袋と朴

ロアランプ。光を柔らかく拡散させる和紙と、やや不規則
に張り巡らせた竹ひごによって形づくられている。
オゼキ

tel 058-263-0111

葉２枚が入った、朴葉味噌を手軽に味わえ

るセット。火であぶって香りを楽しみたい。
ひだ千利庵 飛騨農産

tel 0120-17-0305

クロテツ BAN（バン）ソファ

FUDOH（ふどう）織部

じゃんぱん

無骨な鉄の素材感を見せる家具ブランド「クロテツ」。職人

今から 400 年以上前、千利休を筆頭に武士の間で茶の湯が

白ワインのような甘い口当たりと爽やかな

これはさまざまなライフスタイルに対応できるシステムソ

でも古田織部が好んだとされる織部は、歪んだ形と鮮やか

られる発泡純米酒。蔵元は飛騨市古川町で

が鉄をハンマーで叩き鍛えた、鉄独特の表情が楽しめる。
ファ。脚に太い平鉄を用いることで強度を保ち、外観はす
っきりとシンプルに。鉄の構造体だからこそ生まれる浮遊
感のあるデザインが特徴だ。張り地は布と革から選べる。
杉山製作所
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tel 0575-22-0554

流行し、美濃地方では独創的な器がたくさん焼かれた。中
な緑釉を特徴とした。これはその緑釉を追求した「織部」シ

リーズ。まるで美濃地方の山を思わせる豊かな景色が見て
取れる。薄くて軽いので、使い勝手も良い。
不動窯

tel 0572-59-5228

酸味、残り香にふっと日本酒の風味が感じ

300 年以上続く老舗。岐阜県内産の酒造好

小ぶりなサイズの靴べら付きスツール。意
まるでスツールの背もたれのようにして合
体させた。脚と座面は木ネジ式で、工具を
使わず、簡単に手回しで組み立てられる。
日進木工

tel 0577-34-1122

神護
神棚に向かって手を合わせ、自然を敬い、

人を思いやることで、感謝の念で自分を見

つめられる。この日本の風習を大事にしよう

と、川上元美氏は現代の住まいに違和感な

適米「ひだほまれ」を主原料に、コクがあり

く馴染むシンプルな神棚をデザイン。神棚

蒲酒造場

早川産業

すっきりした後味の純米酒を追求している。

tel 0577-73-3333

品質とデザインに優れた岐阜県産品

職人が丹念に一枚一枚漉いた、手漉き美濃和紙レターセッ

ほうばみそ

岐阜県のモノづくりの特徴を言い表すとすれば︑それは質実剛健なモノづくり︒

AKARI（あかり）25N

品質が高く︑デザインに優れ︑風土に根ざし︑社会に貢献するモノづくりと言える︒その代表的な商品を紹介しよう︒

鳳凰の手紙

の産地である中津川市付知町にて制作した。

tel 0573-82-2065
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刺し子バッグ

sceltevie queuger（セルテヴィエ クージェ）460

いろがみ

春慶弁当箱

綿や麻の布地に一針一針刺して模様を彩る刺し子。山深い

内芯に程良い硬度のアルミニウムを使い、表面を柔らかな

紙にもいろいろな手触りがある。手に紙が直接触れる折り

漆器の中でも『飛騨春慶』は独特の艶があり、木目が透けて

ため、自分の手で着物を染め、そこに好みの模様を白糸で

な力を入れることなくスムーズに曲げられ、自由自在な形

ふか」
「さらさら」
「ひらひら」が入った色紙セット。上質な

となる。木地職人の西田恵一氏が手掛けた「春慶弁当箱」は

飛騨地方はかつて交易が乏しく、織物の入手が困難だった
縫いつける風習があった。それは現代にも受け継がれ、生
活の中の美として再現されている。このバッグは民芸品で

ありながら、モダンな雰囲気を持ち合わせているのが特徴。
本舗飛騨さしこ

tel 0577-34-5345

触り心地のエラストマー樹脂で覆った万能ワイヤー。無理
に変貌させられる。手近な場所にバッグを固定したり、袋
の持ち手の補助にしたり、本立てにしたり、カーテンタッ
セルにしたりと使い方はいろいろ。全 16 色。
八幡化成

tel 0575-67-1175

紙は、触感を大事にして選びたい。これは３種の紙「ふか
紙だからこそ実現できた、繊細な手触りが特徴だ。
「楮」
「織

部」
「花菖蒲」
「柿」
「うだつ」など、美濃地方の自然をモチー
フにして生まれた 12 色も心に響く美しさ。
美の紙工房

tel 0575-46-1281

見えるのが特徴だ。特に紅春慶は使えば使うほど冴えた赤
黒と紅の色のコントラストを生かした２段組の弁当箱。腰
が緩やかにくびれているのが特徴で、美しい佇まいを見せ
る。高度な曲物技術によって実現したモダンな形である。
西田木工所

tel 0577-32-4627

KURAKIN（くらきん）鍋つかみ

飛騨の地酒 銘酒十二撰

yururi（ゆるり）

MOKA（モカ）

食品をつくる過程で余る、食べものの残り。それを廃棄せ

寒冷な気候風土の中で生まれる飛騨地方の地酒。豊かな自

１人で過ごす時間を大切にしたい。友人や恋人を招いて、

川上元美氏がデザインした、オールステンレスの包丁シリ

独特の柔らかな色合いは、日本の暮らしに溶け込む温かな

り絶妙な味をつくり出す。これは歴史ある 12 蔵元から逸品

のシングルライフを魅力的に演出する酒器セット。清潔感

だ。程良い膨らみを持った流線型のグリップは、日本人の

ずに染色材料として利用したのが「のこり染」だ。食べもの

色となる。「 KURAKIN 」はくり、かき、あずき、だいずな

ど 11 色を使い、布の道具を展開するブランド。これは厚手
で丈夫なツイードの鍋つかみで、色はウーロンとうめ。
艶金化学繊維 tel 0584-92-1821
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然の恵みを受けた良質な酒米と、北アルプスの伏流水によ
ばかりを集めた 12 本セット。いずれも１合の飲みきりサイ

ズで、酒蔵巡りを楽しみながら、吟醸酒、純米酒、原酒、
にごり酒、古酒とさまざまな味を満喫できる。
高山酒類卸

tel 0577-32-5050

とっておきのお酒とおつまみでもてなしたい。そんな女性
のある透き通った白磁と、どんなテーブルにも合わせやす
いデザインが特徴だ。柔らかな曲線の冷酒器１個と小ぶり
なぐい呑み２個、豆皿３枚と箸置豆皿２枚が入っている。
深山

tel 0572-67-1522

ーズ。清潔で堅牢、食器洗浄機にも対応しているのが特徴
手のサイズを考慮し設計された形。手のひら全体にフィッ
トし、バランス良く握れるため、無駄のない力加減で使用

できる。ペティナイフ、三徳包丁など５アイテムがそろう。
川嶋工業

tel 0575-22-5511
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今西和男氏は﹁私たちは地域に支えられてい
るクラブなので︑地域貢献には積極的に取り
組んでいきたい︒これは選手のセカンドキャ
リアにもつながる﹂と意気込みを語る︒
今年︑ＦＣ岐阜はＪリーグディビジョン

月からはＦＣ岐阜の選手１

岐阜県産品の魅力を伝える輪が広がった︒

ュ ー ス ﹂を 一 押 し ︒ 選 手 か ら サ ポ ー タ ー へ ︑

という理由から春日養蜂場の﹁はちみつ梅ジ

と︑
﹁練習後には酸っぱいものが欠かせない﹂

い た ﹂と い う 八 幡 化 成 の﹁ ク ー ジ ェ ４ ６ ０ ﹂

例えば菅和範選手は﹁以前から気になって

﹁○○選手おすすめ！﹂とアピールしたのだ︒

人１人に一押しの認定商品を選んでもらい︑

も効果を発揮︒

もちろん︑ＦＣ岐阜のサポーターに向けて

ピールするのに絶好のチャンスとなった︒

ーが訪れたことから︑全国へ岐阜県産品をア

他の都道府県から対戦クラブとそのサポータ

で戦いを繰り広げてきた︒ホーム試合時には
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﹇岐阜印﹈これぞ日本！プロジェクト イベントレポート

﹁アクティブＧ﹂内の﹁Ｇ・ＣＯＭギャ

回はＪＲ岐 阜駅に併 設 する商 業 施設

展示会で岐阜のモノづくりを知ってもらう
岐阜県産品の魅力を多くの人々に知ってもらいたい︒そんな思いから﹇岐阜印﹈これぞ日本！プロジェクトは︑

初
ラリー﹂で行われた︒東日本大震災の被害を
まだ生々しく肌で感じていた時期で︑被災地
のモノづくりの復興を願い︑ショッピングを

会場では岐阜県と東北︑北関東７県の優れ

通じて支援を行うイベントとして実施された︒

た県産品を共に展示︒アイテムごとにそれぞ
れを対比させて見せることで︑個々の特徴が
より際立って映るように演出した︒産地が変
われば素材の使い方やデザインが変わること
が一目瞭然となり︑日本のモノづくりの多様
さに共感してもらう良い機会となった︒
岐阜県産品で人気を集めたのは︑だるま堂
製菓などの和菓子のほか︑カネコ小兵製陶所

援 思い届け枡﹂だ︒一方︑東北では福島県産

の酒器﹁うすでカップ﹂や大橋量器の﹁復興支

品の﹁会津張子﹂である︒転んでも転んでも起
き上がる﹁起き上がり小法師﹂と愛らしく首
を振る﹁赤ベコ﹂は︑まさに復興の象徴と言う
べき商品で︑来場者の目を熱く捉えた︒

阜印﹈これぞ日本！プロジェクトは岐
阜県産品を全国へ発信するに当たり︑

月

9
岐阜フットボールクラブ代表取締役社長の

からのホーム試合時に販売を行った︒

ムスタジアムである長良川競技場にて︑

Ｃ岐阜認定商品﹂を選出し︑ＦＣ岐阜のホー

阜と協力関係を結んだ︒県産品の中から﹁Ｆ

岐阜県民に愛されるサッカークラブ︑ＦＣ岐

［岐

９月 日〜 月 日（計６回）
27

県内と都内各所で展示即売会を実施してきた︒その様子をレポートする︒

７月 日〜８月７日
30

11

10
11

10

けっぱれ東北プロジェクト×［岐阜印］これぞ日本！プロジェクト

［岐阜印］これぞ日本！プロジェクト×ＦＣ岐阜

11

1位

東京ミッドタウン

,
11

９月 日〜 月２日
28

月 日〜 月 日
10

28

６

11

3位

１
９８６年に始まって以来︑３年に一度
の頻度で開催されてきた﹁国際陶磁器

フェスティバル美濃﹂︒中心となるのは︑コ
ンペティションによって選ばれた約２００点
に及ぶ陶磁器作品の展示だが︑同時に美濃焼
産地の活性化を図る事業が多数企画された︒
中でも目玉となったのが︑﹁美濃焼製品の
品評＆商談会〜エンドユーザーによるレッド
カーペット〜﹂だ︒これは陶磁器メーカーと
外食産業の経営者らとのマッチングを狙った
事業で︑会場には人気レストランオーナーら
が足を運んだ︒その脇で﹇岐阜印﹈これぞ日
本！プロジェクトもコーナーを設け︑来場者
に向けて岐阜県産品の展示販売を行った︒
会場内で多くの陶磁器に囲まれる中で︑本
プロジェクトが展示販売したのは︑陶磁器を
除く県産品︒会場で陶磁器以外のモノが展示
されるのは初めての試みだったため︑関係者
や来場者の目には新鮮に映った︒
本展に出展協力してくれたのは古川紙工︑

社だ︒メ

浅野商店︑川嶋工業︑日進木工︑大橋量器︑
八幡化成︑山川醸造などメーカー

京の街がデザインイベントで賑わう
時期︑東京ミッドタウンが主催する

点を厳選して展示した︒

を利用し︑特に優れたデザインの岐阜県産品

﹁ジ・カバー・ニッポン﹂のショーウィンドウ

た︒同館３階にあるライフスタイルショップ

阜 印 ﹈こ れ ぞ 日 本 ！ プ ロ ジ ェ ク ト も 参 加 し

﹁東京ミッドタウン デザインタッチ﹂に︑
﹇岐

東

を着実に伝えられた５日間だった︒

様子がしばしば見られた︒岐阜県産品の魅力

来場者が商品を手に取り︑じっくりと眺める

て︑それぞれの世界観を表現︒各ブースでは

ーカーごとにブースを区切り︑商品を通し

14

点の中から︑お気に入りを１点選ん

新鮮な目で展示品を捉えてくれた︒

知られていない岐阜県産品は多く︑来場者は

弁当箱﹂が選ばれた︒東京ではまだそれほど

の﹁三角行灯﹂
︒３位には西田木工所の﹁春慶

く照明で︑長大作氏がデザインした浅野商店

再現したテーブルランプである︒２位は同じ

がＬＥＤを用いて︑ろうそくの炎の揺らぎを

スタルーチェ﹂だ︒これは老舗提灯メーカー

ある１位に選ばれたのは︑安藤商店の﹁ヴェ

でもらう人気投票を行った︒その結果︑栄え

展示品

また︑来場者に向けてアンケートを実施︒

ことで岐阜県産品が生まれる背景を伝えた︒

商品特徴に加え︑つくり手の情報も発信する

ーカーや職人の技術があるからだ︒本展では

つけてやまない豊富な資源や素材があり︑メ

きた︒それは岐阜県にはクリエイターを惹き

線で活躍する多くのクリエイターが関わって

これまで岐阜県内のモノづくりには︑第一

20

［岐阜印］これぞ日本！プロジェクト 国際陶磁器フェスティバル美濃
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﹇岐阜印﹈これぞ日本！プロジェクト 特別座談会

経営とデザインの現場から

いくつもの産業が集積しているので︑それが

共に商品開発をする場合が多い︒岐阜県には

素材なので︑いろいろな他産業のメーカーと

使われる加工紙があります︒紙はあくまでも

シュペーパーなどの家庭紙︑照明器具などに

空気に強いフィルターなどの特殊紙︑ティッ

紙の側面も大きい︒大きく産業用紙には水や

として広く捉えると︑和紙だけでなく産業用

日本屈指の規模を誇ります︒さらに製紙業界

１３００ 年の歴史があり︑和紙産地としても

澤村

や可能性をどのように感じていますか？

││ メーカーの 立場から見て︑岐阜県の良さ

る環境が求められます︒外部デザイナーに依

ので︑工場でじっくりと腰を据えて考えられ

のデザインはつくりながら考える場合が多い

比べるとその割合は高いほうでしょう︒家具

割は自社デザイナーによるものです︒他社と

ないと思っています︒弊社でつくる家具の７

上手く使う︑そういう技術を持つ産地は他に

にあります︒１本１本の木の性質を見抜いて

間に培われてきた﹁飛騨の匠﹂の技がベース

北村

て︑モノづくりをされていますか？

││経営の中にデザインの力をどう取り入れ

産を行うことは難しい︒

捉えています︒だから美濃地方から離れて生

界もありますが︑それが産地の厚みであると

談できて解決できます︒そのつながりには限

いろな人の知恵があるので︑何らかの形で相

新しいことにチャレンジするときでも︑いろ

││岐阜県をブランド化していくには︑どう

制作を依頼していたのですが︑最近は現場を

しまう︒以前は印刷会社に一括してラベルの

るデザインがなければそのまま素通りされて

たブランド銘柄ならともかく︑何か訴えかけ

ベルの様式がどれも同じなので︑よく知られ

に取ってもらえるか︒日本酒は瓶の規格やラ

費者にいかに﹁美味しそうだな﹂と思って手

えます︒パッケージはとても重要ですね︒消

ということになり︑商品名やパッケージを考

う設計をするんですね︒それからどう売るか

味にも流行があり︑こんな味をつくろうとい

で す が ︑ ま ず 質︵ 味 ︶が 大 き く 問 わ れ ま す ︒

蒲

は︑やはりインハウスデザイナーなんです︒

く使ってもらえる家具をデザインできるの

はベーシックな家具です︒飽きの来ない︑長

具になりがちです︒しかし実際に売れる家具

頼すると︑どうしてもスタイリング重視の家

下川一哉︶

岐阜県でモノづくりに携わるメーカーの経営者たちは︑
岐阜県の歴史と風土を生かしながら︑どのような取り組みを行い︑展望を掲げているのか︒
モノづくり︑デザイン︑ブランディングの話を聞いた︒

産地の強みになっていると思います︒

回っている営業担当者の声をもっと生かし︑

いう試みが必要だと思いますか？

︵聞き手＝﹁日経デザイン﹂編集長

松崎

デザインに取り入れるようにしています︒
北村

陶磁器でも似たようなことが言えま

岐阜の伝統的な紙である美濃和紙は

す︒美濃焼 の産地 は完全に分業制で︑土︑釉

││これから世界へ向けて自社ブランドを発

しいんですね︒まずはローカル・ブランディ

タイルが違えば︑製品に求めるニーズも違っ

とそうではない︒国や地域によってライフス

そのまま海外へ持っていけばいいのかという

誇れる紙だと自負していますが︑和紙製品を

見本市にも出展しました︒美濃和紙は世界に

であるのは間違いありません︒実際に中国の

費量も当然多いですから︑大きなマーケット

澤村

化の違いから︑お酒の味の特徴が違うんです

明記しています︒実際に飛騨と美濃では食文

れるので︑必ずラベルのどこかに﹁飛騨﹂と

まり売れない︒逆に﹁飛騨﹂と名付ければ売

す︒弊社の商品でも﹁岐阜﹂と名付けてもあ

が︑おそらく岐阜の問題点なのだと思いま

蒲

が思い浮かぶくらいにはしていきたい︒

を 取 り ま し た ︒﹁ 飛 騨 と 言 え ば 家 具 ﹂と 誰 も

同組合で﹁飛騨の家具﹂という地域団体商標

一言で岐阜と言っても︑実はすごく難

お酒をデザインする場合︑パッケージも

薬︑転写︑製造︑問屋と陶磁器を生産するた

信していくのにあたり︑どのような取り組み

ングをしていくことだと考えていまして︑協

てきます︒それをどう調整するのかが重要で

よ︒１つの県内にこれだけバラエティ豊かな

今︑世界一の紙生産国は中国です︒消

す︒和紙は美濃地方でつくるけれど︑製品に

酒蔵があるのも珍しい︒これが岐阜の特徴で

飛騨と美濃という名前が前に出すぎたの

加工するのは現地で︑ニーズを捉えながら行

入してくださるケースが意外と多いことに気

本で日常的に使っている食器を気に入って購

考えています︒見本市に出展してみると︑日

り良い関係が結べれば︑直接取引することも

す︒見本市でコンタクトが取れたお客様とよ

が︑最近は中国をターゲットに考えていま

きました︒最初は欧州に向けていたのです

向けた挑戦をしていければと思っています︒

切にしながらも︑今後は岐阜のブランド化に

あると確信しました︒飛騨と美濃の個性を大

が良かったため︑岐阜という名前に可能性が

的な試みと言えます︒展示会では意外と反応

冠にした食品はこれまでなかったため︑画期

年︑都内で展示会を開いたんですね︒岐阜を

ランド﹁岐阜九蔵﹂に参加していまして︑今

実は︑弊社は岐阜県内の酒蔵９社によるブ

はないでしょうか︒

づきます︒海外向け製品として改めて検討す

弊社も海外の見本市に何度か出展して

る点と言えば︑色くらいでしょうか︒

松崎

うのがいいのではないかと思っています︒

飛騨地方の家具づくりは︑何百年もの

めの 工房や 企業の数がものすごく多い︒何か

を考えていますか？

澤村温也
北村卓也
蒲 酒 造 場 専 務 取 締 役 。約
300 年の歴史を受け継ぎな
がら、岐阜県の最北端にて、
飛騨の気候風土を映した酒
づくりに取り組む

松崎英之
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M O L Z A 代表取締役社長。
和紙から産業用紙まで幅広
い製造を行っている。岐阜
県紙業連合会会長、美濃和
紙ブランド協同組合理事長
も務める

日進木工営業部課長。
「飛騨
の匠」の技と心を受け継ぎ、
現代の暮らしに合った木製
洋家具を製造する。
「ミュー
ジアム飛騨」のミュージアム
ショップ店長も務める

蒲 敦子

深山代表取締役。鋳込み製
法により、家庭用から業務
用までの食 器を製造する。
瑞良市に伝わる「みずなみ
焼」のブランドづくりにも携
わる

［岐阜印］これぞ日本！プロジェクトとは？

岐阜県は全国でもっともモノづくりが盛んな都道府県の１つで、大きく７つの産業（陶磁器、家
具・木工品、刃物、紙、繊維、プラスチック、加工食品・酒）があります。これらの産業に基づ
く岐阜県産品を改めて見つめ直し、まだ注目されていない商品を発掘し、商品力を高め、全国へ
発信していくことが本プロジェクトの目的です。
岐阜県産品の特徴とは、まさしく質実剛健。日常生活の中で使いやすく、高い品質や機能性、安
全性があり、環境負荷が少ないもの。つくり手の思いや温かさが伝わり、本物だけが持つ真の強
さを備えているもの。これを［岐阜印］と定義し、「これぞ日本の逸品」として全国ひいては世界
へ発信していきます。
こちらもご覧ください。主な岐阜県産品をご紹介しています。

http://www.mijp.co.jp/gifujirushi/
会場でお披露目する岐阜県産品とは……本紙 P6 〜 P9

［岐阜印］これぞ日本！プロジェクト

山と水のおくりもの展

をご参照ください。代表的な商品をご紹介していま
す。会期中は商品販売も行います。

日時：2012 年 1 月 27 日（金）19：00 〜 21：00

また岐阜県にある７つの産業から、各産地やメーカー

レセプション（バイヤー・メディア向け）

2012 年 1月28日（土）
、29日（日）
11：00 〜 21：00
展示即売会（一般来場者向け）

会場：東京ミッドタウン

ガレリア B1F アトリウム

東京都港区赤坂 9-7-1

本プロジェクトの集大成として、200 点以上の岐阜県

産品をお披露目します。岐阜県のモノづくりの特徴で

の代表者が登場し、自社製品についてプレゼンテーシ

ョンを行います。モノづくり、デザイン、ブランディン

グ、経営について、現場の生の声をお届けするトークイ
ベントを開催します。

「これぞ日本の逸品」と言える岐阜県産品の魅力に迫

るイベントです。ぜひ皆さまで足をお運びください。

ある「質実剛健なモノづくり」をテーマに会場を構成

檜町公園

本展では「質実剛健なモノづくり」をこう解釈します。
質＝品質／質をそなえた品格

実＝デザイン／実のあるデザイン

アトリウム

剛＝風土／剛さを支える風土

ミッドタウン・タワー

健＝社会性／健やかな社会性
ガレリア

本プロジェクトが岐阜県産品選びで基軸としたのは、
す。これらは岐阜県のモノづくりで見られる大きな特

・都営大江戸線六本木
駅 8 番出口より直結
・東京メトロ日比谷線六
本木駅 4a 出口側から地
下通路を経由し、8 番出
口より直結

ミッドタウン・ ・東京メトロ千代田線乃
イースト

「品質」
「デザイン」
「風土」
「社会性」の４つの項目で
徴です。

六本木通り

し、岐阜県にあるモノ、食、観光の魅力を伝えます。

外苑東通り
3 乃木坂駅

ミッドタウン・
ウエスト

8

7

木坂駅 3 番出口より徒歩
約3分

六本木駅 4a

本事業は岐阜県緊急雇用創出事業基金を活用しています。
主催：岐阜県
発行日：2011年12月1日
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