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 １．愛知商業高等学校ユネスコクラブについて  
 

私達が通う愛知商業高校は、今年度で創立 100 周年を迎える伝統ある商業高校であり、

2019 年度には文部科学省が実施する「地域との協働による高等学校教育革新推進事業」に

研究指定される等、地域に根付いた活動を学校全体で進めている。部活動のひとつである

私達ユネスコクラブは「地域活性化」に貢献するため、2011 年より、校舎の屋上で養蜂活

動を開始した。屋上で採れた“蜂蜜”は、地域のブランド化を目指すため商標登録し、地元

企業と協働で開発した商品等に使用している。また、商業高校生ならではの発想を活かし

た、イベントの企画・運営等、地域の魅力を発信する活動を行っている。  

 

 ２．研究テーマの設定  
 

私達はこれまで、地域の魅力を活かし

た「地域活性化」に取り組んできた。活動

の中で、私達の住む愛知には、郷土食や観

光名所等、700 以上の優れた地域資源が

あることを学んだ。なかでも伝統産業は

長い間受け継がれ、地域の特色を映し出

す魅力ある地域資源であることを知っ

た。調べてみると、愛知には、経済産業大

臣により指定される「伝統的工芸品」の登録数が全国５位であり、愛知には、匠の技術に

よって受け継がれてきた伝統工芸品が数多くあることが分かった。一方で、中小企業庁が

全国の自治体を対象に行った「地域活性化の切り札となる地域資源」  の調査を見ると、

伝統工芸が特に少なく、数ある地域資源の中で埋もれてしまっている現状にあると考えら

れる。  

そこで、今年度は、愛知の重要な地域資源である「伝統工芸品」を研究テーマとし、商

業を学ぶ高校生の力で、伝統工芸品の魅力を掘り起こし、未来へ繋げていく活動に挑戦し

ていくことにした。  

 

 

伝統工芸品の中でも「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」  

で定められたもののことをいい、経済産業大臣により指定される。  

全国に 232 品目(2018 年 11 月時点)あり、愛知の伝統的工芸品は  

以下の 14 品目である。(50 音順) 
 

赤津焼  有松・鳴海絞  岡崎石工品  尾張七宝
しっぽう

 尾張仏具  

三州鬼瓦工芸品  瀬戸染付焼  常滑焼  豊橋筆  名古屋桐
きり

箪笥
た ん す

 

名古屋黒紋付
くろもんつけ

染
ぞめ

 名古屋仏壇  名古屋友禅  三河仏具  
【   】 伝統的工芸品の  

シンボルマーク  

愛知県立愛知商業高等学校 
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 １．伝統工芸品の現状を知る  
 

まずは、伝統工芸品の現状を知るため、３つの調査を行った。  

 

① 外部資料による調査 

生産額と従業員数の推移につい

て、(一財)伝統的工芸品産業振興協

会の統計資料   を基に、分析を

行った。最盛期であった 1983 年と

2015 年を比べると、生産額・従業

員数ともに、約 30 年間で著しく減

少しており、伝統工芸品の市場規

模が大きく縮小していることが分かる。今後も市場規模の縮小・停滞が予測されるため、

伝統工芸品産業の未来は決して明るいとは言えない。伝統工芸品を未来へ継承できる時間

は残り少なく、今すぐにでも取り組む必要があると感じた。 

 

② 職人へのインタビュー調査 

生産額・従業員数が著しく減少した原因を知るため、名古屋伝統産業協会の運営・伝統

工芸品産業の振興を行う「名古屋伝統産業協会事務局」を訪れ、事務局長の髙木眞弓様と

中小企業団体活性化推進指導員今井啓介様にインタビュー調査を行ったところ、以下のこ

とが分かった。  
 

●海外からの輸入品や安価な代替品の登場、ライフスタイ   

 ルの変化により、伝統工芸品の需要が低迷している。  

●伝統工芸品産業に従事している人の高齢化・後継者不足 

が深刻な問題となっている。しかし、人手・資金不足等  

により、後継者育成事業に取り組むことが困難である。  

●現在、ホームページの作成や展覧会、制作体験の企画等  

 を行っているが、継続的なプロモーションが上手くいか  

 ず顧客獲得に繋がらない。 

 

伝統工芸品産業が衰退した大きな原因のひとつに、「伝統工芸品の価値や魅力が知られ

ていないため、安価な代替品ばかり選択されてしまっているのではないか」とおっしゃっ

ていた。また、「未来を担う若い世代にもっと伝統工芸品を知ってほしい」「高校生の発想

で盛り上げてほしい」という熱い想いを語ってくださった。  

名古屋伝統産業協会事務局  

髙木眞弓様・今井啓介様 【  】 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

現
状
分
析
・
仮
説 
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③ アンケート調査 

次に、愛知県民が愛知の伝統工芸品に対して、どのよ

うに感じているのか、質問紙法によるアンケート調査を

行った。調査結果は以下の通りである。  

 

 

 

 

Q1.愛知の伝統工芸品を知っていますか      

私達が予想していた以上

に、愛知の伝統工芸品の認知度

は高く、90％が「知っている」

「聞いたことはある」と回答し

た。また、「知らない」と回

答した方を年代別に見ると、

10 代～20 代の若い世代が

64％を占めていた。  

 

Q2.伝統工芸品を持っていますか    

「持っていない」と回答した方は、73％という

結果となり、伝統工芸品は私達の生活から姿を消し

つつあると感じた。また、伝統工芸品を「持ってい

ない」と回答した方に理由を質問したところ、「興

味がない」「関わる機会がない」という意見が目立

ち、「伝統工芸品の価値や魅力を知らない」という

方が多かった。  

 

Q3.伝統工芸品の価値や魅力を教えてください（複数回答可） 

「持っている」と回答した方に、伝統工芸品の価値や魅力をお聞きしたとこ  

ろ「手作りの温かみを感じられる」「品質がよい」と回答した方が多く、ほとん  

どのものが機械で作られる現代の中で、手作りならではの温かみや手作りだから  

こそ出せる繊細な美しさに、価値や魅力を感じる方が多いことが分かった。  

 

 

【アンケート調査の様子】  

実施日:2019 年４月 25 日(木)、28 日(日)、30 日(火)  

実施場所:名古屋栄地下街・アピタ港店  有効回答数 :320 

愛知の伝統工芸品を 
知っていますか 

「知らない」と回答した方
を年代別で見た結果  

伝統工芸品を持っていますか 

愛知県立愛知商業高等学校 
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 ２．現状分析の結果から見えてきたこと  
 

 

①生産額・従業員数ともに、約 30 年間で著しく減少しており、伝統工

芸品の市場規模が大きく縮小している。  
 

②伝統工芸品は深刻な課題を多く抱えており、課題解決に向けた取り組

みは行われているが、継続的なプロモーションが上手くいかず、顧客

獲得に繋がらない。 
 

③伝統工芸品に「興味がない」「関わる機会がない」と回答した方が多

く、伝統工芸品の価値や魅力が知られていない。 

 

 

 

 ３．研究目標の設定  
 

外部資料による調査、職人へのインタビュー調査、アンケート調査の 3 つの調査を経

て、伝統工芸品には多くの課題が山積しており、伝統工芸品の価値や魅力が知られていな

い現状にあることが分かった。このままでは近い将来、愛知の重要な地域資源である「伝

統工芸品」は私達の生活から完全に姿を消してしまうのではないか、という危機感を感じ

たと同時に、私達にこんな想いが芽生えた。  
 

「 愛 知 の 伝 統 工 芸 品 を 未 来 へ 繋 げ て い き た い 」  
 
しかし、伝統工芸品を未来へ繋ぐためには、現在、伝統工芸品が抱える多くの課題を解

決する必要がある。私達が、すべての課題に対して取り組むのは困難であるが、ひとつず

つ課題解決に導くことができれば、伝統工芸品を未来へ繋いでいけると考えた。そこで、

今年度私達が取り組む、最重要課題を選定した。現状分析の調査から、何度も話し合いを

重ねた結果、「伝統工芸品の価値や魅力が知られていない」ことを最重要課題とし、私達商

業高校生の手で、課題解決の手段を模索していくことにした。また、深刻かつ複雑化する

伝統工芸品の課題を解決するためには長い時間が必要である。このことから「継続的なプ

ロモーション」が必要不可欠であると考えた。そこで、今年度の研究目標を、伝統工芸品

の価値や魅力を伝えるための継続的なマーケティングとプロモーションの確立とした。研究

を通して、多くの方に伝統工芸品の価値や魅力を伝える、商業で学んだ知識を活かした継

続的なプロモーションを模索していく。  

 

 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

現
状
分
析
・
仮
説 
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 ４. 研究仮説の設定  
 

研究目標の達成に向けた手段を模索

するため、近年の伝統工芸品活用事例

を調べていたところ、ある企業の取り

組みを見つけた。おもちゃ・雑貨等の

製造・販売を行う大手企業(株)タカラ

トミーが、人気の鉄道玩具「プラレー

ル」と伝統工芸品を組み合わせた製品

を企画し、注目を集めていた。この他

にも、豊橋筆の化粧筆や箱根細工のスピーカー等、伝統工芸品と、他の市場と組み合わせ

た商品開発を行っていることを知った。他の市場と組み合わせることで、意外性が生まれ

るため、伝統工芸品に興味がある方だけでなく、多くの方からの注目を集めることができ

る。このことから、伝統工芸品を新たな市場で展開することで、今まで伝統工芸品に興味

がなかった方に知っていただくことができると考えた。  

以上のことから、２つの研究仮説を設定した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参照  https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/pc/craft/］  

私達が考えた伝統工芸品のプロモーションは 

顧客に届けることができる 

仮説 1 

伝統工芸品を新たな市場で展開することで 

伝統工芸品の価値や魅力を伝えることができる  

仮説 2 

愛知県立愛知商業高等学校 

 

研究目標 

伝統工芸品の価値や魅力を伝えるための 

継続的なマーケティングとプロモーションの確立 
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 １．市場の選定  
 

まずは、展開していく市場を選定する。継続的なプロモーションが可能で、意外性のあ

る組み合わせを模索するため、書籍やインターネットを用いて調査し、何度も話し合いを

重ねた。そこで、私達が着目したのは、記憶に残りやすく、ストーリーが詰まった「ライ

フイベント」である。多くの人にとって思い出に残るライフイベントと伝統工芸品を組み

合わせることで記憶に残りやすいと考えた。ライフイベントは、人生において大切な行事

であるため、多額の費用を掛ける傾向があり、高価な伝統工芸品が受け入れられやすいと

考えた。ライフイベントには、入学から就職、結婚、出産等、様々な行事のことを指す。

これらは長い年月の中で慣習となっているため、数年の間でなくなってしまうとは考えに

くく、継続的なプロモーションを行うことが可能であると考えた。今回はその中から、マー

ケティングの諸活動を高めるため、ひとつに絞ることにした。そこで、私達が選定したの

は、「ブライダル」市場である。ブライダルとは、結婚に関することを広く意味する言葉

である。ブライダルの中でも結婚式は、当事者である新郎新婦だけでなく、その家族や参

列したゲストが多く集まるため、多くの方に伝統工芸品の認知を拡大でき、伝統工芸品の価

値や魅力を知っていただけると考えた。そこで、伝統工芸品で制作したブライダルアイテ

ムを提案していくことにした。伝統工芸品とブライダルを組み合わせることで、意外性を

生み出し、多くの人の注目を集めることができると考えた。また、調査を進める中で、近

年は「より豊かでオリジナリティのある結婚式を挙げたい」というニーズが高まっている

ことを知った。このニーズに応えることで顧客価値を提供していく。 

 

 ２．効果的なプロモーション方法を模索  
 

次に、より効果的に伝統工芸品の価値や魅力を知っていただくことのできる効果的な

プロモーション方法を模索するため、近年の消費傾向の調査、伝統工芸品の制作体験を行

った。  

 

① 消費傾向についての調査 

近年の消費傾向について調査を行うと、すでにモノ

で溢れている現代では、「モノ消費」から、経験に価

値を見出す「コト消費」へのシフトが進んでいること

を知った。経済産業省の「コト消費空間づくり研究

会」によると、コト消費とは、魅力的なサービスや空

間設計等により、デザインされた「時間」を顧客が消

費することであると定義されている。  【中濱商店 中濱豊様】  

 

 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

企 

画 
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伝統工芸品産業でもこのような傾向があるのかを知るため、有松・鳴海絞の小売業を営

む  中濱豊様にお話を伺ったところ、近年はワークショップや伝統工芸品の制作工程を 

見ることのできるコーナーに人気が集まっており、ワークショップにはリピーターも多い

ということが分かった。実地調査として、訪れた「有松絞りまつり」では、制作体験がで

きるブースに行列ができる程であり、子どもからお年寄りまで幅広い世代の多くの方で、

賑わいを見せていた。  

 

② 制作体験を通して 

伝統工芸品の課題解決

に取り組むにあたり、伝

統工芸品の制作過程や技

法に触れる必要があると

考え、実際に体験してみ

ることにした。私達が体

験したのは「名古屋友

禅」の制作である。名古屋

友禅は、名古屋市北区にある黒川を主な産地とする友禅染のことである。この研究を始め

るまで名古屋友禅を知らない部員がほとんどであったが、名古屋友禅の持つあでやかさが

ブライダルとマッチすると思い、興味を持った。そこで、名古屋市北区にある赤塚染工場

を訪ね、名古屋友禅職人の赤塚順一様のもとで名古屋友禅の染体験をさせていただいた。

私達は、名古屋友禅の中でも、「型友禅」の体験を行った。型友禅とは、友禅模様を型彫

りした伊勢型紙を下絵の代わりに用い、使う色ごとに型紙を用意して絵柄を付けていく友

禅染のことである。  

 

 

 

 

 

 

体験を通して、一つひとつの作業は単調のように思えるが、何十枚もの型を使用し、

染色する作業を繰り返す大変さや、濃淡を表現することの難しさを知り、職人の技術力の

高さを、身をもって実感した。そして、体験を通して、モノだけでは気付くことのなかっ

た伝統工芸品の価値や魅力を知ることができた。これまで私達は、伝統工芸品＝高いとい

う固定観念が強く、その価値や魅力に目を向けていなかったことに気付かされ、これから

の活動の方向性を決めるうえで大きなヒントを得ることができた。  

 

 

一色の濃淡で絵柄を描く単色濃淡調の色使いが特徴的な友禅

染めのこと。「型友禅」「手描友禅」に分けられ、独特な渋さ

と落ち着いた美しさを併せ持つ。   

【制作体験の様子】  【完成品】 

【右図：名古屋友禅の着物】  
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＜まとめ＞ 

①消費傾向が「モノ消費」から経験に価値を見出す「コト消費」へ 

シフトしている。  

②制作体験を通して、伝統工芸品の価値や魅力をより感じることが 

できる。 

 

このことから、伝統工芸品の価値や魅力を伝えるのには、体験を通した「経験的価値」

の提供が効果的であることがわかった。  

 

 ３．心強いビジネスパートナーとの出会い  
 

伝統工芸品の課題解決に向け、「伝統工芸品×ブライダルという意外性のある組み合わ

せで、制作体験を通して伝統工芸品の価値や魅力を知っていただく」ということは決まっ

た。しかし、どのようにすれば、継続的なプロモーションをすることができるのかを悩ん

でいた。そんな時、制作体験でお世話になった名古屋友禅職人の赤塚様が、以前名古屋友

禅の制作体験のワークショップを開催した際にプロデュースを行った  (株)アットホーム

スタジオを紹介してくださった。(株)アットホームスタジオとは「伝統工芸技術を未来へ

紡ぐ」をコンセプトに、愛知の伝統工芸品に関するワークショップの企画・運営を行う会

社であり、私達の想いとも一致したため、代表取締役  中村亜弓様にお話を聞いてみるこ

とにした。早速、お話する機会をいただき、私達の想いと、抱えている悩みについて相談

したところ、「ビジネスモデルとして、提案してみるのはどうか」というアドバイスをい

ただいた。ボランティアやイベントの開催ではなく、私達の力でビジネスとして確立する

ことができれば、商業で学んだ知識を生かすことができ、継続的なプロモーションも可能

であると考えた。しかし、ビジネスを始める上で必要な資金がなく、知識も少ない私達の

力のみでは、高価な伝統工芸品を使ったビジネスモデルの創造はとても困難である。その

ため、活動の協力を依頼したところ、全面協力を快諾していただき、心強いビジネスパー

トナーを見つけることができた。今後は(株)アットホームスタジオと連携し、伝統工芸品

×ブライダルの体験の可能性を探るため、ビジネスモデルを一から創り上げていく。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(株)アットホームスタジオ 

ワークショップの企画・運営や伝統工芸品  

の制作体験のコーディネート等を行い、  

伝統工芸品産業の活性化・“伝統工芸品”の  

在るライフスタイルの発信を行っている。  
 
【右写真：(株)アットホームスタジオ  代表取締役  中村  亜弓様】  
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 ４．ビジネスモデルの創造  
 

まずは、どのようなビジネスモデルにするのか、方向性を定めた。これまでの調査結

果から、体験を通した「経験的価値」を提供するため、私達が着目したのは、「体験型ビ

ジネス」である。体験型ビジネスとは、体験型のサービスを商品として提供するビジネス

のことであり、記憶に残りやすく、顧客にモノの価値を訴求することができる。私達が、

名古屋友禅の制作体験を通して、価値や魅力をより実感できたように、商品だけでなく、

伝統工芸品を制作する体験を行うことで、伝統工芸品の価値や魅力を実感していただける

と考えた。さらに、オリジナルのブライダルアイテムを制作することで「より豊かでオリ

ジナリティのある結婚式を挙げたい」という新郎新婦のニーズに応えることができるとと

もに、「思い出」という付加価値を提供することができると考えた。  

 

 ５．ターゲット・４Ｐの設定  
 

ブライダルの現状を踏まえ、市場を細分化し、ターゲットは、結婚情報誌「ゼクシィ」

から得た結婚式のトレンドを参考に「オリジナリティのある結婚式を挙げたいと考えてい

る新郎新婦」に設定した。４Ｐは、マーケティング・ミックスの考え方の基、以下の通り設

定した。  
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 ６．経験価値マーケティング  
 

このビジネスモデルの差別化を図るため、バーンド・H・シュミット教授が提唱する、イ

ンタラクティブなブランド体験を通して消費者との関係性を構築するマーケティング手法

「経験価値マーケティング」を利用する。顧客に提供するサービスとその顧客価値を整理

した。これらは、ビジネスを売り込むときのセリングポイントとする。  

 

 

 ７．サービスの流れ  
 

顧客が職人のもとで伝統工芸品のブライ

ダルアイテムを制作する体験をし、実際に結

婚式で使用していただくまでの一連のサー

ビスを提供する。まずは、ユネスコクラブと

(株)アットホームスタジオが顧客と職人の

仲介役となって、アイテム選択や制作体験

日時を決める。これらが決まったら、制作

体験を行う前に、料金をクレジットカード払いでお支払いいただく。次に、工房に訪れて

いただき、オリジナルブライダルアイテムを制作し、結婚式で使用していただく。また、

顧客のニーズに対応できるよう、結婚式で使用していただく際のメイキングムービーや伝

統工芸品を紹介するカードの作成等、オプションを用意し、顧客満足度を高める。  

このビジネスを(株)アットホームスタジオと協働で展開し、私達は顧客と職人の仲介役と

なって、一連のサービスをコーディネートしていく。  

内容 説明 セリングポイント 

感覚的 

経験価値 

五感を通して感覚に訴

求する経験価値  

伝統と長い歴史が作り出した美しさ、制作体験を通し

て伝統工芸品に触れることにより五感が刺激される  

情緒的 

経験価値 

顧客の内面にある感情

を刺激する経験価値  

顧客のニーズに合わせた制作体験をプロデュースす

ることで、世界にひとつだけの結婚式を作ることがで

き、思い出に残る  

認知的 

経験価値 

顧客の創造力を引き出

す経験価値  

伝統工芸品の制作体験を通して、顧客の創造性を引き

出すことができ、オリジナルのブライダルアイテムを

作り上げることができる  

肉体的 

経験価値 

肉体行動、ライフスタ

イルに関わる経験価値  

工房を訪れて制作していただくことで、職人という仕

事や産地の歴史について肌で感じることができる  

関係的 

経験価値 

準拠集団や文化との関

連付けによる経験価値  

オプションとしてメイキングムービーを作成し、結婚

式にゲストに見せることで、伝統工芸品がコミュニケ

ーションツールとなり、思い出の共有ができる  
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尾張七宝 × ネックレス           

常滑焼 × プレート             

常滑焼 × プレート            

名古屋友禅 × ウェルカムボード        

瀬戸組子 × コースター          

つまみ細工 × ブーケ           

 ８．提供する商品  
 

商品は、(株)アットホームスタジオの職人とのコネクションを活かし、有松・鳴海絞の

プチギフトや名古屋友禅のウェルカムボード等の組み合わせを考案し、サンプルを(株)ア

ットホームスタジオにご用意していただいた。価格やデザインについては、制作する工房

や個数によって変動するため、顧客一人ひとりのニーズに合わせた提案を行う。オプショ

ンは商品ごとに、風呂敷包装、メイキングムービー撮影等を設定した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 価格：￥33,000～  制作場所：制作日により異なる  

尾張七宝 × ネックレス           

価格：￥3,300／枚～  制作場所：TOKONAME STORE 

名古屋友禅 × ウェルカムボード       
価格：￥1,320／枚～  制作場所：制作日により異なる  

                   

有松 ・鳴海絞 × ハンカチ             

つまみ細工 × ブーケ           

瀬戸組子 × コースター             

プチギフトのハンカチも、有松・鳴海絞で作れば一生モノ
の思い出に。  
一枚一枚丁寧に染め上げ、よりゲストに感謝の気持ちを  
伝えられる。  

結婚式の中でも、ゲストが一番初めに目にするのはウェルカム
ボード。温かみを感じる名古屋友禅は、ゲストをもてなす  
ウェルカムボードにぴったり。  

なめらかな肌触りに繊細でシンプルなデザインの常滑焼
は、いつまでも使える、２人の思い出のプレートに。  
 

宝石のようなきらめきをもつ尾張七宝のネックレスは、花嫁様  
をより美しく引き立ててくれる。  
尾張七宝の艶やかさはその場を引き締め、ブローチや装飾品  
としても使用することができ、見る人の心を惹きつける。  

雪や花をモチーフとした、可愛らしい瀬戸組子を取り入れ
ば、思い出深い結婚式になること間違いなし。  

つまみ細工は江戸時代に生まれた手工芸で、アレンジは無限大。 
繊細で美しいつまみ細工は、結婚式をより特別なものにして  
くれる。  

価格：￥33,000～  制作場所：赤塚染工場  

価格：￥18,700～  制作場所：加藤七宝製作所  

価格：￥2,000／枚～  制作場所：玄翁屋  
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 １．ブライダル市場でのテストマーケティング  
 

私達の考えたビジネスモデルが市場に受け入れられる

のかを知るため、テストマーケティングとして、結婚式場

に私達と (株 )アットホームスタジオとで考案したビジネ

スモデルについて、お話を伺いに行くことにした。早速、

地域の結婚式場をリストアップし、電話で依頼。しかし、

中々良い返事はもらえず、６社連続で断られてしまった。

諦めかけたその時、名古屋市東区にある結婚式場「百花
ひゃっか

籠
ろう

」にアポイントメントを取ることができた。百花籠は、

和と洋が融合した空間、柔らかい光が包み込む本格大聖

堂、四季折々の旬をふんだんに盛り込んだ美しい料理が

特徴の結婚式場である。５月 10 日(金)、百花籠 山田佑磨

様、長谷川壮輝様にビジネスの説明を行ったところ、大変

興味を持っていただき、結婚式の演出から着用するドレ

スまで、ブライダルに関する全てをコーディネートする

ウェディングプランナーからも高い評価をいただいた。そ

して、「実際に新郎新婦に直接ビジネスモデルについて提

案してみてはどうか」とおっしゃってくださり、百花籠で

開催されるブライダルフェアに参加させていただくこと

になった。また、「結婚式で使用する具体的なアイテムを

決定するのは、結婚式の１～２ヶ月前であるため、このビ

ジネスモデルは結婚式を間近に控えた新郎新婦への提案

が適している」とのアドバイスをいただき、６月 10 日

(月)、12 日(水)に開催されるご成約者向けブライダルフェ

アに参加させていただくことになった。ご成約者向けブ

ライダルフェアには、秋に結婚式を挙げることを予定さ

れている新郎新婦が参加し、私達のほかにも、引き出物や

結婚式の演出のアイデアを提案するブース等が出展す

る。ご成約者向けのブライダルフェアの参加を通して、直

接、新郎新婦の反応も確認できるほか、顧客獲得に繋がる

可能性がある。そのため、私達と(株)アットホームスタジ

オで、ブライダルアイテムごとに申込書を作成し、その場

で記入していただくことで顧客獲得に繋げることにし

た。  

【打ち合わせの様子】  

【結婚式場に依頼の電話】  

 

【結婚式場  百花籠】 

【制作体験申込書】 
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ご成約者向けブライダルフェアでは、以下のようなアプローチを行った。  

 

 アプローチ

方法  
内容  写真  

１  

タブレット

による 

アプローチ 

伝統工芸品や制作体験の様子を視覚的

に分かりやすく伝えるため Android 

Studio を活用し、写真や動画をまとめ

たアプリを作成した。商業科の先生に

指導していただきながら、写真や画面

のレイアウト等、式場に見劣りしない

デザインになるよう細かいところまで

こだわった。  

 

２  
伝統工芸品

の展示 

(株)アットホームスタジオにご協力い

ただき、名古屋友禅ウェルカムボー

ド、常滑焼の引き出物や有松・鳴海絞

のプチギフト等、10 点の展示を行っ

た。結婚式で使用する様子が想像しや

すくなるように、包装されたプチギフ

トや価格・体験場所等が詳しく書かれ

た冊子を置いた。  

 

３  
リーフレッ

トの作成 

伝統工芸品のブライダルアイテムをまとめたリーフレットを作成

し、会場内にて配布した。百花籠の雰囲気に合うデザインにするた

め、デザインの本を参考に、パステルカラーを基調に作成した。内

容は、効果的なアプローチを、以下のように工夫をした。  
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 ２．ご成約者向けブライダルフェアを終えて   
 

ブライダルフェアは、平日開催のため授業後から 2 時間

程度の短い時間の参加であったため、何組の方に接客でき

るか分からず不安であった。しかし、タブレットによる説

明や伝統工芸品の展示等の効果もあり、２日間で合計 16 組

に接客を行うことができた。ブライダルフェアの参加組数

は、２日間で合計 72 組であったため、２割程度と決して多

いとは言えないが、接客した、ほとんどの方にビジネスモデ

ルに興味を持っていただくことができ、「やってみたい」と

いう言葉も聞くことができた。これらのことから、伝統工

芸品とブライダルを組み合わせたビジネスモデルは、一定

の需要がありブライダル市場に受け入れられると言える。

２日間のご成約者向けのブライダルフェアを終えたが、制

作体験申込書に記入してくださる方はおらず、顧客獲得に

は至らなかった。この経験から、想いだけでは実現できない

ビジネスの厳しさを痛感した。「もう一度リベンジするチャンスを」と、百花籠に次回のご

成約者向けのブラダルフェアの参加を依頼したところ、快諾してくださり、９月 9 日(月)、

10 日(水)に開催される冬に結婚式を挙げることを予定している方向けのご成約者向けブラ

イダルフェアに参加させていただくことが決定した。  

 

 ３．ご成約者向けブライダルフェア 二回目の挑戦に向けて  
 

ご成約者向けブライダルフェアで顧客獲得することを目標にしていたが、その場で制作

体験申込書に記入することはハードルが高いことではないかと考えた。このことは新郎新

婦の立場から考えると当たり前のことであり、顧客目線で考えることの大切さを学んだ。

そこで、次回のブライダルフェアでは、顧客を獲得することを目標にするのではなく、そ

の一歩手前の見込み顧客の獲得を目指すことにした。ご成約者向けブライダルフェアに参

加された方全員を潜在顧客、連絡先を教えてくださった方を見込み顧客と考え、潜在顧客

から見込み顧客、見込み顧客から顧客への顧客進化ができるよう、アプローチを行ってい

く。２回目の参加に向け、前回のご成約者ブライダルフェアでの課題を洗い出し、以下の

改善を加えることにした。  

 

新郎新婦に配布したリーフレットに私達と(株)アットホームスタジオ  

の連絡先を記載したが、連絡はなかった。また、お客様の連絡先を聞い  

ていなかったため、こちらからアプローチすることができず、ご成約者  

向けブライダルフェアでの説明に終わってしまい、せっかくの機会を十分に活  

かすことができなかった。  

 

【接客の様子】  

 

【リーフレット配布の様子】  

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

実 

践 

１ 
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この課題から、ビジネスモデルについて説明したお客様を後追いができる仕組みが必要

だと考えた。ご成約者向けブライダルフェアの後に継続したアプローチができるよう、２

つの改善を加えた。  
 

改善点１-１：お客様ご相談シートの作成 

 前回は、制作体験申込書のみ用意していたため、お客様の連絡先を

聞くことができなかった。そのため、お客様ご相談シートを作成し、

興味を持っていただいた方に、私達からの説明後、記入していただく

ことにした。お客様ご相談シートには、お客様情報(氏名・出身地・メ

ールアドレス)・挙式、披露宴について・伝統工芸品のブライダルアイ

テム制作について・備考欄を作成した。ご成約者向けブライダルフェ

ア後は、連絡先を教えてくださった方に、お礼メールを送信し、その

後も商品情報等をメールで送信することで良好なコミュニケーショ

ンを形成し、見込み顧客の育成（リードナーチャリング）を行っていく。  
 

改善点１-２：リーフレットにＱＲコードを記載 

これまで、連絡先は文字のみの記載であったが、リー

フレットの裏表紙に、ユネスコクラブ公式 Instagram と

(株)アットホームスタジオ公式 Instagram・LINE アカウ

ントをＱＲコード化し掲載した。QR コード化すること

で、お客様の手間が省け、検索が容易になる。また、

Instagram から簡単にメールを送信することが可能であ

るため、お客様ご連絡シートへの記入がなくても、お客様と連絡が取れるようにした。  

 

話をする中で興味を持ってくださる方は多くいたが、お客様から 

ブースに近寄ったり、話しかけられたりすることはほとんどなかった。 

 

お客様にとって近寄りがたいブースであった原因は、時間の都合で、受付にてお客様に

配布されるパンフレットに記載されておらず、そもそも知られていなかったことだと考え

た。また、ブースにいる人数が多かったため圧迫感があり、警戒されてしまったのではな

いかと考えた。そこで、当日までの準備と接客方法について見直し、以下の改善を加えた。  
 

改善点２-１：パンフレットへの記載依頼・ノベルティの作成  

百花籠にお客様に配布するパンフレットへの記載を依頼したところ、快諾していただい

た。さらに、お客様へ好印象を持っていただくため、ノベルティを作成することにした。

リーフレットと一緒に、受付でパンフレットと一緒に来場者に配布される紙袋の中に入れ

ていただくよう依頼した。  

【お客様ご相談シート】 

改善前      改善後  
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ノベルティは、有松・鳴海絞の雪花絞りと同じ技法を用いて染めた和紙を使用した「栞」

である。手作りのノベルティを作成することで、他ブースとの差別化を図り、販売促進の

効果もあると考えた。ノベルティは以下のような手順で作成し、百花籠へお届けした。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、材料を有効に活用するため、残りの和紙を使用して当日ブ

ースでお話を聞いてくださった方にお渡しする「THANK YOU カー

ド」を作成。お客様の警戒心を解き、より好印象をもっていただけ

るよう工夫した。  
 

改善点２-２：接客方法の変更  

●展示の改善 

 よりお客様の目を引くディスプレ

イとなるよう、商品紹介のＰＯＰを

立てる等の工夫を行った。また、前

回は接客用にしていた机にも展示を

行い、チラシも設置した。  

●人数を減らす 

前回は、７名の部員が、ブースで接客を行っていた

が、他のブースは、１～３名程度が多かったため、圧

迫感があった。そのため、人数を３名に減らした。ま

た、前回より接客の質を上げるため、OFF-JT のロー

ルプレイングを行い、販売員活動を強化した。  

●チラシ配りの改善 

百花籠  長谷川様にお客様の動きを、会場図を用いて説明していただき、その場所に部員

を配置した。  

【THANK YOU カード】 

実 

践 

１ 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

【会場図と私達の配置】 

【改善した展示】 【接客用机への展示】 

折り染め制作工程 
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 １．ダイレクトプロモーション  
 
ブライダルフェアでは、口頭でのビジネスモデルの説明がメインであった。  

そこで、ダイレクトマーケティングの手法を取り入れ、消費者に直接、伝統工芸品の価

値や魅力を伝えることにした。伝統工芸品の価値や魅力を感じていただいた後に、ビジネ

スモデルの説明を行うことで、消費者の購買意欲を刺激し、顧客獲得に繋がると考えた。

これまでの調査から、経験的価値に重きを置いたコト消費型のイベントを開催することに

し、内容について話し合いを重ねた。話し合いの中で、「伝統工芸品の制作体験」という

意見が出たが、以前、中濱様にお話を伺った際、制作体験のワークショップにはリピータ

ーが多いとおっしゃっていたことを思い出した。そのため、伝統工芸品にあまり興味がな

い方にも参加していただくため、違う視点からのプロモーションが必要だと考えた。一回

目のブライダルフェアでは、接客方法等に課題が残ったが、ビジネスモデルに興味を示し

てくださる方が多く、伝統工芸品がブライダル市場に受け入れられたことが分かった。こ

のことから、伝統工芸品と人気の高いコンテンツと掛け合わせることで、伝統工芸品の価値

や魅力を伝えるプロモーションができると考え企画を進めていく。  
 

 ２．「伝統工芸で結ぶスワッグ作り」  
 
ダイレクトプロモーションとして私達が着目したのは、伝統工芸品と結婚式に欠かせな

い「花」を組み合わせたイベントである。花は、幅広い世代に愛される人気の高いコンテ

ンツであり、結婚式には欠かせない、会場を華やかに彩るブライダルアイテムである。伝

統工芸品と花を組み合わせたワークショップを行うことで、これまで伝統工芸品に興味の

なかった方に伝統工芸品の価値や魅力を伝えることができると考えた。さらに、「伝統工

芸品×花」だけでなく、ブライダルとも組み合わせることで、ビジネスモデルの周知と消

費者の購買意欲を刺激する効果があると考えた。場所は、名古屋最大手の老舗生花店(株)坪

井花苑とした。(株)坪井花苑は、名古屋市内の百貨店や高級ホテルに 9 店舗展開し、個人

から法人のお客様まで幅広い方に、それぞれのストーリーに合わせた花を提案しているほ

か、フラワーアレンジメント等、数多くのワークショップを開催している。また、ブライダ

ルに関する業務も行っており、専属のデザイナーが結婚式会場に合わせた装飾する花を手

配する等、ブライダルに関する知識も豊富であることから、イベントの開催を依頼した。

「伝統工芸品と花の組み合わせが面白い」とのお言葉をいただき、協働でワークショップ

を開催することが決定した。内容は、素朴でナチュラルな雰囲気が、近年人気を集めてい

るスワッグ作り。スワッグとは、花束を逆さにした壁飾りのことで、結婚式のアイテムと

しても注目を集めている。スワッグには、夏らしいフレッシュな可愛さを表現するため、

結婚式の際によく使用されるユーカリ、エリンジウム、スターチス、ブルファンを使用。

このスワッグを束ねるリボンに伝統工芸品「名古屋友禅」を使用することにした。花を通し
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て伝統工芸品に触れていただくことで、身近に感じていただき、

伝統工芸品の価値や魅力をプロモーションしていく。イベント

参加者に、職人の手で作られた温かみのある伝統工芸品に触れ

ていただきたいと考え、名古屋友禅職人 堀部 晴久様と打ち合わ

せを行い、絹の布に、筆で 1 色ずつ丁寧に染め上げる「手描友

禅」の技法を用いて制作していただくことに決定した。打ち合わ

せの際、職人から「イベント限定で、参加者が身近に感じるデザ

インにしてはどうか」とのアドバイスいただいた。そこで、私達

ユネスコクラブが校舎の屋上で養蜂活動を行っていることか

ら、ミツバチをモチーフにした可愛らしいオリジナルデザインを

作成した。また、ビジネスモデルを知る機会を増やすため、参加

者にＳＮＳで発信をしていただきたいと考え、ハッシュタグキャ

ンペーンを企画した。「＃坪井花苑」「＃花の日」「＃愛知商業」

「＃名古屋友禅」と入れて、ＳＮＳに投稿すると、景品をその場

でプレゼントする。景品は(株)坪井花苑に用意していただいた。

ＳＮＳでの投稿率を上げるため、写真映えする会場装飾、フォト

プロップスの作成を行った。会場装飾については、(株)坪井花苑

のブライダル担当の方と準備を行った。開催日は８月４日(日)。

参加費は、名古屋友禅代 1,500 円と花材代を考慮し、坪井花苑と

相談の上、ジャストプライス政策を取り入れ、一人 3,500 円に決

定した。イベントは、二部制で各回 10 名を定員とする。広

報活動ではチラシを作成し、地域のお店に置いていただい

たほか、SNS でも発信を行った。当日は、和やかな雰囲気

でイベントが進められ、スワッグ作りは、(株)坪井花苑  野

田美樹様に講師を依頼し、当日は参加者から｢楽しみながら

伝統工芸品に触れたことで身近に感じた｣「名古屋友禅の肌

触りが良かった」との声をいただき、触れる機会として有効

であったと考える。ハッシュタグキャンペーンについては、

参加者のうち 44％が投稿し、お客様の反応から、景品という付加価値は適切であることが

分かった。  

 

 

 

 

 

 

【職人との打ち合わせ】  

【会場設営の様子】 【イベントの様子】  【制作するスワッグ】  

【(株)坪井花苑での打ち合わせ】  

【老舗生花店 (株)坪井花苑】 

【作成したオリジナルデザイン】 

実 

践 

２ 
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また、プレスリリースをかけ、中日新聞にイベントの

様子を掲載していただき、愛知の伝統工芸品とブライ

ダルを掛け合わせたプロモーションを、参加者以外に

も広く行うことができたと考える。イベント終了後、私

達のもとに１つの連絡が来た。「伝統工芸で結ぶスワッ

グ作り」参加者の口コミから、私達のビジネスについて

詳しく聞きたい、という方が現れたのだ。このことか

ら、私達が考えたダイレクトプロモーションは、ビジネ

スモデルを周知し、消費者の購買意欲を刺激する効果があ

ることが分かった。早速、提案資料を作成し、サービスの

流れ、提供する商品の順にお話し、商品については伝統工

芸品の技法や体験内容、価格等詳しく説明を行った。お二

人からは、「この方法ならゲストに喜んでもらえる、前向

きに検討している」とのお言葉をいただいた。私達も手ご

たえを感じ、顧客獲得に繋がる、大きな一歩を踏み出すこ

とができた。しかし、商談を行った T ご夫婦(仮名)は、ま

だ結婚式の日取りや場所等が決まっていなかった。そのため、顧客獲得には至らなかった

が、このチャンスを逃さないよう、今後はコミュニケーションを継続し、お客様のニーズ

に合わせた効果的なアプローチを行っていく。一方で、定員を各回 10 名、合計 20 名に設

定していたが、一部は 5 名、二部は 3 名のみであり、定員に満たなかった。イベント限定

で制作した名古屋友禅を 10 枚以上余らせてしまう結果となった。  

名古屋友禅の代金は(株)坪井花苑の負担になるため、このままでは協働企業が赤字のま

ま終わってしまう。そこで、二回目の開催を依頼したところ、快諾していただいた。  

 

 ３．「伝統工芸で結ぶスワッグ作り」二回目に向けて  
 

二回目となる「伝統工芸で結ぶスワッグ作り」は、消費税増税に伴い、参加費を 4,000

円に変更した。値上げした分、一人ひとりに丁寧なサービスを提供できるよう、二部制か

ら一部制に変更し、定員は、10 名とした。二回目の開催に向け、前回のイベントの課題

を洗い出し、以下の改善を加えることにした。  

 

 

広報が上手く行かず、発信力が弱いため、定員を集めることが 

できなかった。 

 

 

【2019 年８月５日(月)中日新聞】 

【商談の様子】  

愛知県立愛知商業高等学校 
Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 
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前回は、定員に満たすことができず、集客に大きな課題が残った。この課題から、前回

行った広報活動をさらに発展させることに加え、新たな広報活動に試みることにした。  

 

改善点１-１：チラシを配る場所の増加 

 地域のお店や施設等、13 箇所にチラシを置いていただくよう依頼した。チラシを置い

ていただく場所が増加すれば、イベントについて広く伝えることができると考え、前回よ

り５箇所増やした。また、花やブライダルに興味のある方に直接広報するため、ブライダ

ル関連の専門学校２校へチラシを置いていただくよう依頼した。  

 

改善点１-２：Web サイト・SNS を活用した広報 

Web サイトを活用した新たな広報活動として、ワークショップ等の

イベント告知を無料で行える「こくちーずプロ」「いこーよ」「クラフ

ティー」を活用し、宣伝を行った。SNS では、前回同様、ユネスコク

ラブ公式 Instagram、(株)坪井花苑公式 Instagram・Twitter、(株)アッ

トホームスタジオ公式 Instagram での広報を行った。これに加え、こ

れまで私達の活動を支えてくださった地域の方々の SNS で告知してい

ただくことで、リーチを増やすことにした。  

 

伝統工芸品の価値や魅力があまり伝わらなかった。 

 
 

 イベント終了後のアンケート調査で、印象に残ったこと(自由回答)をお聞きすると、ほ

とんどの方がスワッグ作りに関することであり、伝統工芸品については書かれていなかっ

た。そのため、説明方法について以下の改善を加えた。  

改善点２-１：名古屋友禅に触れる機会を増やした  

アンケート調査で「本物の名古屋友禅の柄をもっと

知りたかった」という声があった。オリジナルデザイ

ンは好印象を持っていただけたが、伝統工芸品との関

わりの薄いデザインであったことに気付いた。デザイ

ンの変更を考えたが、名古屋友禅の在庫が余っている

現状では難しい。そこで、私達が以前制作体験を行っ

た名古屋友禅を持参し、見せることにした。前回は

説明のみで終わってしまったため、「是非触ってみ

てください」と積極的に声を掛けることにした。また、プロジェクターを使って説明する

ことで、分かりやすく伝える工夫をした。  

 

ブライダルとの組み合わせが伝わっていない。 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

【Web サイトの掲載】 

【名古屋友禅に触れている様子】 

実 

践 

２ 
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改善点３-１：ブライダルをイメージし、会場装飾をブラッシュアップ  

会場装飾にこだわったが、

アンケートに「結婚式と雰囲

気が似ていた」等の回答はな

かった。そのため、ネームプ

レート、席次表をイメージした

パンフレットを作成し、結婚

式をイメージしやすいよう  

な工夫を行った。  

 

 

 

 

 

２つの実践で、２回目の開催に向けて改善した結果どうなったのか、また、仮説は立

証できたのか、検証していく。  

 

 １．ご成約者向けブライダルフェア 改善の成果  
  

【パンフレットの準備の様子】 【会場装飾】 

 

愛知県立愛知商業高等学校 
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2 日間の合計は前回より少ない、50 組であったが、

短い時間の中で、15 組の方へ接客することができた。

その内、9 組の方にお客様ご相談シートを記入してい

ただいた。当日制作体験申込書に記入してくださる方

はいなかったが、これはとても大きな成果である。ま

た、「ここじゃない？」とお客様の方からブースへ来

て下さることもあり、前回に比べ、お客様の警戒心が

減ったと感じた。このことから、受付でリーフレット

とノベルティを配布することは一定の効果があること

を実感した。接客方法やチラシ配りを改善したことに

より、近寄りやすい雰囲気を作ることができ、ビジネ

スモデルの特徴もより効果的に伝えることができた。

説明の最後に「THANK YOU カード」をお渡しするこ

とで、私達の想いを伝え、印象付けることができたと

感じた。  

一方で、イベント終了後から数日が経過してもお客

様からの連絡はなかった。リーフレットにＱＲコード

を記載していたため、お客様からの連絡を期待してい

たが、「待っていてもチャンスは訪れない」と考え、

お礼メールを作成した。お客様ご相談シートに記入し

てくださった方の内、メールアドレスが記入してある

6 組の方にお礼メールを送信し、リマインド効果から、

顧客獲得に繋がることを期待した。すると数日後、私

達の元に一件の返信メールが届いた。そこには、「名

古屋友禅のウェルカムボードが気になっている」という

内容の文章と、いくつかの質問が書かれていた。私達の

もとに、思わぬビジネスチャンスが訪れたのだ。  

 

 ２．顧客獲得に向けて  
  

メールを送信してくださったのは、Ｉご夫妻(仮名)。

私達はすぐに返信メールを作成した。初めてのお客様に

失礼がないように、内容を中村様に確認していただい

た。ブライダルフェアでは、大まかな説明のみで終わっ

ていたため、直接詳しいお話をさせていただけないか伺

った。快諾の返事をいただき、早速スケジュールを調整。 

 【お礼メールの返信】 

【商談の様子】 

【送信したお礼メール】 

【お礼メールの返信】 

検 

証 
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結婚式という大切なライフイベントに関わるビジネスモデルであるため、場所は学校では

なく、地域のおしゃれなカフェで行うことにした。百花籠の近くにあり、和洋折衷の趣を

感じる SHUMOKU CAFÉ にお越しいただき、実物をお見せしながらより具体的な流れや体

験の様子、名古屋友禅の特色を説明した。緊張したが、落ち着いた雰囲気で商談が進み、

私達にとって初めての顧客を獲得することができた。Ｉご夫婦が体験されるのは「名古屋

友禅のウェルカムボード」、中でも「オリジナルデザイ

ン」。オリジナルデザインは、A3 サイズで好きなデザ

インのウェルカムボードが制作できるプランである。価格は、44,000 円、オプションは「額

付き納品」3,000 円で、税込価格 51,700 円。商談日にクレジットカードにてお支払いいた

だいた。商談後、職人とのスケジュール調整も行い、体験日時は、11 月２日(土) 13 時 30

分に決定した。現在は、体験日に向けてメールでのやり取りを継続している。当日の様子

や体験までの準備については、当日のプレゼンテーションで説明する。なお、今後の予定

については以下の通りである。  

 

 

 

 

 ３．「伝統工芸で結ぶスワッグ作り」改善の成果  
 

10 月 6 日(日)、イベント会場の(株)坪井花苑本店２階は、様々な花や緑で彩られ、特別

感を味わいながらリラックスした雰囲気でイベントが進められた。  

改善の結果については次の通りである。  

●広報活動について 

様々な店舗を周り、Web サイトを活用する等、工夫を行ったが、定員に満たない７名で

あった。とても苦労したが、結果には結びつかなかった。効果的な広報活動について知る

ため、アンケート調査「このイベントをどこで知りましたか。」を２回のイベントで比較

した。ユネスコクラブ公式 SNS を見ると、1 回目では 1 名、2 回目は０名に減少していた。

花は写真映えするため SNS をきっかけに来る方が多いと思っていたため、意外な結果であ

った。今後、SNS を活用した広報活動を成功させるためには、フォロワーを増やし、＃(ハ

ッシュタグ)を工夫していく必要があると考えた。また、チラシを見て来た方が増えている

ことから、チラシを置く店舗を増やすことは、地道だが効果があると感じた。  
 

【Ｉご夫婦が制作中のデザイン】 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

愛知県立愛知商業高等学校 

 

愛知県立愛知商業高等学校 愛知県立愛知商業高等学校 
Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 
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●伝統工芸品の価値や魅力について 

１回目で「イベントに参加して、伝

統工芸品に興味を持ちましたか」と

質問したところ、「以前から興味を持

っていた」と回答した方は 33％、「興

味を持った」と回答した方は 67％で

あった。  イベントで伝統工芸品に

触れたことで、それまで興味を持って

いなかった方に興味を持っていただくことができたことから、伝統工芸品と人気の高いコ

ンテンツと掛け合わせたコト消費型のイベントは、プロモーション手段として適切であっ

たと言える。一方で、２回目に実施したイベントでは、「以前から興味を持っていた」と

回答した方は 86％、「興味を持った」と回答した方は 14％であった。これは、二回目に配

布したチラシのデザインが、一回目に比べて伝統工芸品の説明が詳しく書かれていたこと

が原因だと考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「イベントに参加して伝統工芸品を欲しいと思いましたか」と質問したところ、

「はい」と回答した方は一回目 56％、二回目 71％であったことから、興味を持つこと

は、購買に繋がる可能性があることが分かった。また、「いいえ」と回答した方に理由を

伺うと「使い方が分からないため、購入しようとは思わない」との意見をいただいた。こ

のことから、今後は、技法や商品の説明に加え、日常生活での使い方を発信すべきである

と考えた。  

 

●会場装飾ついて 

参加者からの満足度も高く、スワッグ作成後は、写真撮影で盛り上がった。「一人ひと

りの席に可愛いパンフレットやネームプレートがあり、いつもより特別感があって良かっ

た」「テーブルのお花の飾りが素敵だった」というお言葉をいただいた。一方で、「まる

で結婚式の様だった」という感想は前回同様少なかった。ウェディングドレスの置物等、

分かりやすいものを取り入れる必要がある。  

 

       第一回  チラシ                第二回  チラシ  

検 

証 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.silhouette-illust.com/illust/4807%26psig%3DAOvVaw2J-5XFPV0fOEcRvnQvsW_F%26ust%3D1570696071190947&psig=AOvVaw2J-5XFPV0fOEcRvnQvsW_F&ust=1570696071190947


26 

●ブライダルとの組み合わせについて 

 ビジネスモデルに興味を持った方は、一回目では参加者全員が「はい」と回答したが、

二回目では 71％に減少した。また、このビジネスモデルをやってみたいと回答した方

は、一回目では 78％、二回目では 1 名のみと大きく減少していた。原因は、参加者の年

齢が、20～30 代の若い世代が少ないことであり、将来結婚する可能性の高い世代へのプ

ロモーションが効果的であると考えた。  

 

 ４．研究仮説の検証  
 
二つの実践結果から、仮説の検証を行った。  

 

仮説１ 

私達が考えた伝統工芸品のプロモーションは 

顧客に届けることができる 

 

２つの実践でビジネスモデルについて説明した際、お客様の反応は良く、興味を示して

くださる方が多かった。一回目から二回目へと改善を加えたことで、ご成約者向けブライ

ダルフェアでは、実際に顧客を獲得できたこと、「伝統工芸で結ぶスワッグ作り」では、

実際に詳しい話を聞きたいという方もいたことから、私達の考えたプロモーションは顧客

に届いたと考える。このことから仮説は立証できたと言える。  

  

 

 

仮説２ 

伝統工芸品を新たな市場で展開することで 

伝統工芸品の価値や魅力を伝えることができる 

 

ご成約者向けブライダルフェアのお客様の反応から、伝統工芸品はブライダル市場に受

け入れられることが分かった。また、伝統工芸品と花とブライダルを組み合わせた「伝統

工芸で結ぶスワッグ作り」のアンケート調査では、半数以上の方が「イベントに参加して

伝統工芸品を欲しいと思った」と回答したことから、伝統工芸品の価値や魅力を伝えるこ

とができたと考える。ビジネスモデルも実現可能であることから、仮説は立証できたと言

える。  

 

 ５．研究目標の検証  

 

 

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.silhouette-illust.com/illust/4807%26psig%3DAOvVaw2J-5XFPV0fOEcRvnQvsW_F%26ust%3D1570696071190947&psig=AOvVaw2J-5XFPV0fOEcRvnQvsW_F&ust=1570696071190947


27 

 

 

 

 

 

 

私達の考えたビジネスモデルは伝統工芸品の課題解決に繋がる有効な手段であったか

検証するため、名古屋商科大学にてマーケティング戦略、消費者行動、サービス・マーケ

ティングに関する研究を行う商学部長  小野裕二教授に、専門的見地に基づいて評価してい

ただいた。  「伝統工芸品とブライダル業界を掛け合わせるという発想が良い。このビジネ

スモデルは伝統工芸品の課題解決に繋がる可能性がある」とのお言葉をいただいた。このこ

とから、私達の考案したビジネスモデルは、伝統工芸品の課題解決に繋がる可能性を見出

すことができたと言える。  

 

 

 

 
 

 １．見えてきた課題  

これまでの研究から、「今後、獲得した顧客にどのよ

うなサービスを通して、伝統工芸品の価値や魅力を伝える

か」「これまでのプロモーションはリーチが狭いため、

どのようにしてビジネスモデルの認知度を高めればよいの

か」が課題として残った。小野教授に今後について相談

したところ「消費者が商品を良いと思うことと購入する

かどうかは別である。このビジネスは、誰に、どのようなメリットがあるのか、顧客価値

を明確にし、様々な視点から継続的なプロモーションを行うと良い」とのアドバイスをい

ただいた。  

 

 ２．今後の展望 

●結婚情報誌への掲載依頼  

ブライダルフェアでビジネスモデルに自信を得た私達は、ターゲットである新郎新婦の

購読率が高い、人気の結婚情報誌「ゼクシィ」へ掲載できないか考えた。早速、ゼクシィと

関わりのある(株)坪井花苑に担当者を紹介していただき、電話でお話する機会をいただき、

ゼクシィへ掲載可能か伺ったところ、「可能」という返事をいただいた。しかし、掲載に

は多額の費用が掛かるため、現段階では困難である。そのため別の方法を探すことにした。  

【名古屋商科大学 小野裕二教授】 

愛知県立愛知商業高等学校 

 伝統工芸品の価値や魅力を伝えるための 

継続的なマーケティングとプロモーションの確立 

研究目標 
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●潜在顧客へのアプローチ  

10 月６日(日)に、本校で校外の先生や卒業生を招き、「伝統工芸品×ブライダル」の私

達の取り組み発表を行う機会があった。発表終了後、椙山女学園大学の先生から「ぜひ、

愛知商業高校ユネスコクラブが講師となって、椙山女学園大学の生徒に有松・鳴海絞を教え

てほしい」との依頼があった。大学生は、未来の顧客になり得る可能性のある潜在顧客で

あり、未来を担う若い世代に伝統工芸品の価値や魅力を感じていただける機会だと考えた。

私達にとって新たなチャンスになると考え、現在準備を進めている。  

 

 

 

 

 

 

「愛知が誇る伝統工芸品を未来へ繋げたい」この想いから、伝統工芸品の制作工程に触

れることのできるビジネスモデルをブライダル市場で展開することに挑戦した。しかし、

顧客獲得までの道のりはとても険しく、ビジネスの厳しさを痛感した。ビジネスモデルの

考案から成約までの一連の流れを経験する中で、ビジネスを成功させるうえで大切なこと

は、仲介役である私達が、作り手である職人と、使い手である顧客、それぞれへの想いを等

しく持つことであると知った。この学びは、教科書だけでは得ることのできない生きた知

識である。今後は、伝統工芸品を繋げるためにではなく、伝統工芸品が誰の役に立てるの

か、伝統工芸品のある結婚式でどんな豊かさが得られるのかを考え、研究を進めていく。   

Sustainable challenge 

～伝統工芸×ブライダルで新たなビジネスの創造～ 
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