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～経済産業省補助事業 「ふるさと名物発掘・連携促進事業」～
“日本が誇るべきすぐれた地方産品”を選定し、世界に広く伝えていくプロジェクト「Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒ 500™」

「Ｔｈｅ Ｗｏｎｄｅｒ 500™東京発表会」を開催
—海外著名バイヤー等が一堂に会し日本の魅力を語る。認定事業者との交流会も実施—
2016 年 2 月 23 日（火）東京・丸の内ＪＰタワーホール＆カンファレンスにて
The Wonder 500™運営事務局は、2015 年 5 月 15 日（金）より、「地方創生総合戦略」をふまえたクールジャパンによる地域
活性化を推進する「ふるさと名物発掘・連携促進事業」として、“世界にまだ知られていない、日本が誇るべきすぐれた地方産品”
を選定し、海外に広く伝えていくプロジェクト「The Wonder 500™（ザ・ワンダー・ファイブハンドレッド）」をスタートさせ、8 月 27 日
（木）に全国各地から発掘・選定された 500 商材を発表・公開いたしました。
そしてこのたび、2016 年 2 月 23 日（火）に東京・丸の内の JP タワーホール＆カンファレンスにて「The Wonder 500™東京
発表会」を開催、本プロジェクトの活動報告に加え、株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長大西洋氏の基調
講演や海外著名バイヤー等による世界から見た日本の魅力についてのプレゼンテーションのほか、運営事務局より本プロジェ
クトの今後の展開について発表いたします。また、The Wonder 500™認定商材を一部展示し、海外著名バイヤー等と認定事業
者との交流会も実施いたします。
「The Wonder 500™」は、「作り手の思いやこだわりが込められているもの」、
「日本固有のものづくり、サービスを支えている伝統的な価値観を組み合わせた、
革新性のあるもの」を選定基準として、「ものづくり」「食」「観光体験」のカテゴリで合計
500 商材を全国 47 都道府県より選定し、海外に広く伝えていくプロジェクトです。
これまで国内の活動としては、2015 年 9 月に開催された「第 80 回東京インター
ナショナル・ギフト・ショー秋 2015」にて、全 500 商材の特別展示企画を実施し、
11 月には国宝・高岡山瑞龍寺で 342 商材を展示・一般公開いたしました。また、
11 月に大阪、広島、福岡、2016 年 2 月 12 日（金）に仙台にて各エリアの一般事業者
の方々も対象とした海外進出に向けた啓蒙セミナーを開催、同様のセミナーを 2 月
19 日（金）札幌にて予定しております。
そしてこのたび、国内活動の集大成として、2 月 23 日（火）に「The Wonder 500™
東京発表会」を開催いたします。株式会社三越伊勢丹ホールディングス代表取締役
社長大西洋氏による基調講演や、パリの人気セレクトショップ「FLEUX’」の店舗統括
マネージャーYannick DUFAIT 氏をはじめ、香港の「PMQ」、「Kapok」、台湾の
「誠品生活」「好様」「小器」「FUJIN TREE」など人気ショップの著名バイヤーからの
プレゼンテーションにより、世界から見た日本の魅力の再発見に繋げます。なお、
The Wonder 500™認定商材を世界に広めるべく認定事業者との交流会も実施し、
日本が誇るべきすぐれた地方産品を海外に広く伝えるための橋渡しを行います。
また、The Wonder 500™の今後の展開については、来年度から民間での事業継続
https://thewonder500.com/ を予定しており、事業化モデルや来年度以降のプロジェクトの実行計画について運営
事務局より発表いたします。
「The Wonder 500™」は、上記の取り組みを通じて、まだ世界に知られていない魅力ある地方産品を発掘、国内外に発信
することにより、地域や中小企業等の海外販路開拓に向けたネットワーク拡大や PR・マーケティングを支援してまいります。

＜本件に関する報道関係からのお問い合わせ先＞
The Wonder 500™運営事務局
広報担当： 株式会社ノエル・コミュニケーション 後藤・鈴木・清水
Tel：03-3760-9690 / Fax：03-5408-8433 / Email：press@noelcom.co.jp
※ 一般の方からのお問い合わせ先：The Wonder 500™統括事務局 Tel：050-3740-6272（9：00-18：00 土日祝日を除く）

参考資料
・本発表会は海外進出を考えている全事業者を対象としており、参加費は無料です。
・事前登録制ですので、https://thewonder500.com/apply/event/よりお申込みください。応募多数の場合は抽選となります。
・プログラム内容は予定です。内容、登壇者等が変更になる場合があります。
【「The Wonder 500™東京発表会」詳細】
日
時：2016 年 2 月 23 日（火） 12：30～16：30（予定）
場
所：JP タワーホール＆カンファレンス 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー・KITTE4 階
定
員：300 名
主
催：The Wonder 500™事務局
協
力：経済産業省
プ ログラム： ・12：30～12：35
鈴木淳司経済産業副大臣よりご挨拶
・12：35～12：45
フォトセッション
・12：45～13：15
基調講演：大西洋氏（株式会社三越伊勢丹ホールディングス／代表取締役社長）
「JAPAN ブランドを世界に売っていくための課題」
・13：15～13：45
本プロジェクトの活動報告：池嶋徳佳（The Wonder 500™運営事務局長）
・13：45～14：40
海外に関する活動報告：
海外著名バイヤー等によるプレゼンテーション「世界から見た日本の魅力」
認定事業者によるプレゼンテーション「The Wonder 500™認定後の成功事例」
大峡健市氏（福島県／三和織物有限会社）
・14：40～15：00
The Wonder 500™の今後の展開について：池嶋徳佳（The Wonder 500™運営事務局長）
上記プログラム終了後 15：00～16：30 の予定で、海外著名バイヤーを中心に本事業の商材発掘に関わったプロデューサー、
国内バイヤー、省庁関係者、協力機関などと認定事業者との交流会を実施いたします。交流会では、The Wonder 500™ 選定
商品を一部展示し、事業者とバイヤー等とのマッチングの機会（名刺交換、商品説明等）を設ける予定です。
＜大西洋氏略歴＞
■大西 洋（オオニシ ヒロシ） 株式会社三越伊勢丹ホールディングス／代表取締役社長
1955 年生まれ。1979 年伊勢丹（現三越伊勢丹）入社。2003 年には新宿本店のメンズ館立ち上げを主導。紳士統括
部長などを経て 2009 年伊勢丹社長。2012 年より現職に就任。“人を大切にする経営”をポリシーに、小売業として
のあるべき姿の実現のためにチャレンジを続けている。 http://www.imhds.co.jp

＜海外著名バイヤー等概要＞
【フランス・パリ】
「FLEUX'（フルックス）」
■Yannick DUFAIT（ヤニック・デュフェ） FLEUX'／店舗統括マネージャー
■Pauline COLAS（ポーリーヌ・コラス） FLEUX'／広報担当マネージャー
今年で創業 11 年目を迎えるパリの人気セレクトショップ。個性的な雑貨、キッチン雑貨、デザインインテリアから
アンティーク品や家具、壁紙まで幅広く扱い、その年の流行を一早く反映させたセンスのよい品揃えは雑貨店、
セレクトショップ、ブティック、ギャラリーがひしめくマレ地区の中でもとりわけ絶大な人気を誇る。店舗はテーマ別に
通りを挟んで 4 店舗に分かれており、様々なジャンルが揃う店として、デパート以外は比較的小さなショップが多い
パリでは非常に稀有な存在。サイト販売にも力を入れており、ヨーロッパ全土に配送可能。また、併設するデザイン
事務所「ENO STUDIO」ブランドでオリジナル商品の製作販売も行う。 http://www.fleux.com

【中国・香港】
「PMQ（元創方／ピーエムキュー）」
■William To（ウィリアム・トー） PMQ／クリエイティブディレクター
香港のクリエイティブ発信施設であり、中庭に面した広い廊下や、そこから各部屋（ショップスペース）をのぞける窓
ガラスなど 19 世紀につくられた学校の面影や 20 世紀後半の官舎の雰囲気を感じさせる空間となっている。施設内に
はブティックや雑貨、カフェ・レストランなどのほか、デザイナーやクリエイターのためのシェアスタジオが 100 以上、
ポップアップストアや展示のためのオープンスペースが各階に設けられ、様々な香港クリエイティブ関係の講演、
イベントなども頻繁に開催されている。 http://www.pmq.org.hk

「Kapok（カポック）」
■Arnault Castel（アルノー・キャッスル） Kapok／創業者
2006 年創業。フランス人である Arnault Castel は、香港天后区で Kapok をオープンした。生活雑貨をはじめ、世界
各地からのファションブランドと商品も完備し、国内外問わず好評を得ている。現在、海外へ進出し、香港の他に、
シンガポール、台湾、日本にも店を展開している。 http://www.ka-pok.com

【台湾・台北】
「誠品生活（esliteliving）」
■李威／Willy Li 誠品生活／マーケティングマネージャー
1989 年創業。台湾カルチャーの発信源として 40 店舗以上で展開しており、国内外から注目されている台湾を代表する
複合商業施設。書籍・雑誌を中心に、ファッションやライフスタイル雑貨、映画館やホテルまで展開している。2013 年より
開始した台湾各地の地域産品をセレクトした「誠品生活 expo」も話題を呼んでいる。 https://www.esliteliving.com
「好様（VVG）」
■汪麗琴／Grace Wang 好様／CEO
1999 年、台北の東区にレストラン VVG VISTRO（好樣餐廳）をオープン。東区などでカフェやレストラン、ライフスタイル
雑貨など複数の店舗を展開。2015 年 9 月、陽明山に VVG Hideaway（好様秘境）をオープンさせるなど、オーナーの
Grace の想像力あふれる世界観は台湾の女性の共感を呼んでいる。VVG Something 好様本事は「世界でもっとも
美しい 20 の書店」に選ばれたことで有名。 http://vvgvvg.blogspot.tw
「小器（xiaoqi）」
■江明玉／Chiang Mingyu 小器／創業者
2012 年創業。台北の中山区で器を中心とした生活道具や食堂、ギャラリーなど 9 店舗を展開している。創業者の江明玉は
10 年以上の東京生活での体験を活かし、赤峰街（中山区）から新しいカルチャーとライフスタイルを発信している。近年は
プライベートブランドの「+t」の開発にも力を入れている。台湾の梅酒ブームの火付け役でもある。 http://thexiaoqi.com
「FUJIN TREE（富錦樹）」
■小路 輔（コウジ タスク） FUJIN TREE／執行長（CEO）
2013 年創業。台北の富錦街（松山区）などで、アパレルやカフェ、ライフスタイルショップなど 10 業種 10 店舗を展開。
日本のアパレル、エンタメ、フード＆ビバレッジ企業の台湾進出や、中央省庁・地方自治体の台湾展開のサポートも数多く
実施している。昨年より、WEB マガジン“haveAnice”やオンラインショップ“haveAnice…ONLINE SHOP”も運営して
いる。 http://fujintreegroup.com

【The Wonder 500™運営事務局について】
経済産業省の補助事業であり、執行事業者として株式会社リヴァンプ（本社：東京都港区、代表取締役社長兼 CEO：澤田貴司）が採択
され、「The Wonder 500™統括事務局」を務めます。そのパートナーとして、地方産品の発掘を担う「ふるさと名物発掘事務局」を株式
会社枻出版社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：角謙二）、地方における事業者のネットワークづくりを支援する国内イベント
および国内での PR、印刷業務を行う「国内事務局」を凸版印刷株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金子眞吾）、発掘し
た地方産品を海外に紹介するストーリーブック等を制作し、海外での PR・マーケティング活動を実施する「海外 PR・制作事務局」をアイ
ディーテンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 CEO：澤田且成）が務めます。
経済産業省
申請

補助

【統括事務局】株式会社リヴァンプ

【ふるさと名物発掘事務局】（プロデューサーマネジメント）株式会社枻出版社
【国内事務局】（国内イベント・国内 PR・印刷）凸版印刷株式会社
【海外 PR：制作事務局】（クリエイティブディレクション・ブランドマネジメント・
海外 PR＆マーケティング企画）アイディーテンジャパン株式会社
【海外事務局】※パリ、ロンドン、台北、香港、ニューヨーク等で調整中。

