
社会貢献型インターンシップ
第14回「クラダシチャレンジ」in 北海道仁木町

クラチャレ感が伝わる写真

収穫物&参加者の写真など

第17回社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」
in 群馬県富岡市



Agenda

#1

クラダシチャレンジとは

#2

4日間のスケジュール

#3

活動報告

#4

参加者の声

#5

ビジネスコンテスト

#6

総括



#1. クラダシチャレンジとは



#1.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは
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社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは
地方創生やフードロス問題に興味がある学生が、人手不足に悩む地域・農家を訪れ、作業支援や交
流を通して、地域課題やフードロスなどの社会課題について考える、社会貢献型インターンシッ
プです。
参加学生の旅費・交通費や現地での滞在費、食費等は、地域経済の活性化と社会発展に寄与する
ために設立した「クラダシ基金」から支援しています。

クラダシチャレンジ実施の目的

活動中：未収穫品から新たな収益を生み出し、経済面で地方・農家を支えます。さらに、学生が
現地を訪れることで町に活気をもたらし、地域の魅力をSNS等で発信することでさらなる発展の
パワーに繋げます。

活動後：学生が自治体や農家の方1人1人の温かみに触れ、地方・農業の魅力を体感することで、
将来のキャリア選択を通して地域に貢献しようという意識が芽生えます。

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市



#1.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは
クラダシ基金の概要
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クラダシ基金とは

クラダシ自らが社会貢献活動を行うため
に創設した基金で、ソーシャルグッドマ
ーケット「Kuradashi」上における寄付先
の1つです。

地域創生事業やフードバンク支援事業、
教育事業、食のサステナビリティ研究会
の社会貢献活動に活用しています。

▼参考URL
クラダシ基金について：

https://www.kuradashi.jp/fund

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

https://www.kuradashi.jp/fund


#1.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは
「クラダシチャレンジ」による農家・自治体への効果

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

①人手不足の解消、PR企画考案による新たな収益の獲得
地方では、農業人口の高齢化・労働者人口の不足が深刻な問題となっています。
富岡市で盛んなシルクの生産は、全て手作業で行われるため、時間と人手が必要です。
養蚕業の繁忙期に学生を派遣することで、人手不足が解消されます。また学生がPR企画を考案し、
農家さんの新たな収益の獲得を目指します。

②地方の関係人口の増加に貢献、若者を呼び地域振興に

地元の方から見たら当たり前の風景でも、
都心にいる学生から見ればとても価値のあるものに見え、
地元の商品や土地に誇りを持つことができます。
そして、SNS等を利用して地方の魅力を発信することで、
地方の関係人口の増加を図ることができます。

③地元の特産品の購買促進に

富岡市には、養蚕業をはじめ様々な見所があります。
そのような素晴らしい魅力を、活動を通してPRすることで、
購買促進・観光客の増加を図ることができます。
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第17回社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」
in 群馬県富岡市

■活動内容：①養蚕体験

②富岡製紙場見学

③富岡市の方々との意見交換会

④PR・マーケティング企画考案

⑤ビジネスコンテスト

■開催期間：2022年9月12日~2022年9月15日

■参加人数：8人

■実施企業：株式会社クラダシ（クラダシ基金にて運営）

#1.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市



#1.社会貢献型インターンシップ「クラダシチャレンジ」とは

群馬県富岡市クラダシチャレンジの概要
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群馬県富岡市は、群馬県南西部に位置する歴史あふれる伝
統的な町です。また、北西には毛三山の一つである奇勝妙
義山がそびえ、中央を鏑川が貫流する自然豊かな一面もあ
ります。
世界遺産登録5周年を迎えた富岡製紙場は、世界の近代化
や産業の技術革新・交流などに大きな影響を与えた歴史あ
る施設であり、観光地としても人気を集めています。

2022年3月に富岡市、一般社団法人富岡シルク推進機
構、パーソルサンクス株式会社、株式会社クラダシの4
社は「富岡市における養蚕振興とシルク商品の販売強
化に向けた連携協定」を締結いたしました。

▼連携協定について詳しくはこちら
https://corp.kuradashi.jp/news/22-03-25-1/

【富岡市とは】

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

https://corp.kuradashi.jp/news/22-03-25-1/


#2. 4日間のスケジュール



<Day 1>

15：00 市役所到着・オリエンテーション

16：00 宿到着・宿の説明

18：00 イルピーノで夜ご飯

19：00 自由時間

<Day 2>

8：00 養蚕農家で作業開始

(桑取り/餌やり/箱作りなど)

12：00 市役所でお昼

14：00 富岡製糸場見学

15：30 自由時間

18：00 夕食

19：00 活動の振り返り・自由時間

<Day 3>

8：00 養蚕農家で作業開始

(桑取り/餌やり/箱作りなど)

12：00 市役所でお昼

13：30 市長さんとの意見交換会

14：30 養蚕農家との座談会

15：30 パーソルサンクスさんとの座談会

18：00 夕食

19：00 活動時間の振り返り・自由時間

#2.毎日の記録

4日間のスケジュール①（Day1ｰ3）

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市



<Day 4>
9：00 パーソルサンクスさんの施設訪問

12：00 市役所でお昼

13：00 ビジネスコンテストの打ち合わ
せ ・振り返り

#2.毎日の記録

4日間のスケジュール②（Day4）

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

▼農家さんとの様子

▼意見交換会の様子

▼宿での様子

◀富岡市観光の様子



＃3. 活動報告



＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

#3.活動報告

▶︎養蚕体験

私たちは今回初めて、養蚕体験をしました。

最初はとても緊張しましたが、養蚕農家さん
が優しく教えてくださったのでとても作業が
しやすかったです。

作業を通して、養蚕は想像以上に体力が必要
な作業であると思いました。

また、養蚕農家さんの声を実際に聞いてとて
も勉強になったと同時に、実際に体験しない
とわからないことがあるということを身をも
って実感しました。

なかなかできない貴重な体験をさせていただ
きました。
本当にありがとうございました。

▲農家さんとの写真

◀農作業の様子



＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

#3.活動報告

▶︎富岡製糸場見学

富岡製糸場を見学して、富岡製糸場だけでな
く、日本における製糸産業の歴史、富岡製糸
場などが世界遺産に登録までに至る背景など
を学ぶことができました。また、養蚕業に人
生を懸けてきた人々の存在や、思いを感じる
ことができる空間でした。
見学の途中で、シルク製品を実際に触る機会
もありましたが、ハリがあってつやつやして
いました。

▲富岡製糸場見学の様子



＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

#3.活動報告

▶︎意見交換会

市長との意見交換会は緊張感のある雰囲気で
普段なかなか出来ない体験だったので非常に

有意義な時間を過ごせました。市長さんの
お話で特に印象的だった点は、教育に力を入
れているということです。富岡市における人
口減少の悪化に歯止めをかけるため、移住者
を増やす必要があります。それ故、市の魅力
として英語教育などを重点的に充実させてい
きアピールしている点が印象的でした。また
意見交換会では、参加者がそれぞれ今までの
経験に対する想いなどを話しており、互いに
絆が深まったことを実感できました。

▲意見交換会の様子



#4. 参加者の声



#4.参加者の声①

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

顔がみえる商品

グローバル化に伴い、昨今生産者から消費者までの仕組みが複雑化していま

す。私が今着ている服のほとんどがベトナム製や中国製のもので、それらの

国で働いている赤の他人が作り手です。全く見える化できないこの流通シス

テムは、私の服やものに対する愛着などが薄い原因であるのかもしれませ

ん。一方で、富岡シルクで作られた製品は農家一人ひとりのストーリーを大

切にしています。4日間のプログラムを通して農家の方と作業をともにした
り、意見交換をしたりすることによって農家の方たちの思いを知ることがで

きました。日本の歴史や家族愛をはじめ、さまざまな思いが養蚕作業と重な

っており、とても興味深いものでした。さらに、市や町の人々が養蚕農家さ

んに対して敬意を払っていることがこの短い期間でも感じ取れました。私は

生産者の顔が見えることは他の製品にはない魅力であり、付加価値だと考え

ます。だからこそこのストーリー性の大切さを消費者に分かってもらえるか

が課題だと思いました。

【上智大学2年 木村優里】



#4.参加者の声②

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

もっと知ってほしい
50年以上続けていられるのは、お蚕様が可愛いからや、この産業を長年守りたいと
いう強い思いがあるからなのだと知りました。実際現場を見ると、暑さや休みがな
いことに加えて、手取りが少ないという問題がありました。それにも関わらず、長
年養蚕業に関わり、生活の軸を合わせることは相当な覚悟が必要であるため、とて
もかっこいいなと思いました。忙しい時は作業が深夜まで続き、また朝早く起きて
桑を狩りに行くという事は、言葉で聞くよりずっとずっと難しいことだと思いま
す。
最初は安く売れば、もっと買ってもらえるのでは？とか、そんな非効率なことを続
けなくても機械に頼っていればいいのでは？とか思っていました。しかし機械化の
コストや、維持が難しいことを知ったり、手間暇かけて大切に作っているのを見
て、もっと商品を大切にしてあげたいし、値段を下げるべきではないと思いまし
た。シルク商品が長く愛されるからこそ、どう消費者に買っていただけるかや、ブ
ランドの特異性を前面に押し出すかがこれから私たちが考えていくべき問題だと感
じました。
富岡市では実際に、就農支援がり若い方が新たに養蚕業に加わったことを知り、ま
だまだ希望はあるし、現在就農している方の経験をメディアだけでなく、学校など
にも伝えていくべきだと思いました。

【中京大学3年 三田千尋】

作業中のピン写真一枚



#4.参加者の声③

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

富岡市という魅力を世間に伝えるために

今回のチャレンジに参加する前は、「養蚕」というものがどういうものなの
か全く想像できていませんでしたが、農家の方々は優しく教えてくださいま
した。農家の方々はお蚕をとても大切に思っていて、大変な作業が多いにも
かかわらず、それでも続けるという真剣な思い、覚悟を体験を通して感じま
した。養蚕の作業は想像以上の肉体労働で、右の写真のように桑を切り、そ
れを運ぶという作業を一日何回も行います。それを数週間続けると知って、
養蚕農家の方の抱える課題を垣間見ました。そして、この課題を世間に伝え
たいと思いました。
参加前は初対面の人たちと初めての場所で活動するということで大変緊張し
ていました。しかし、市役所の方々や農家の方々、町の方々も温かく迎えて
くださり、この温かさもまた富岡市の魅力なのだなと思いました。

市役所の方々や農家の方々、町の方々、クラダシの方々に今回のクラチャレ
を通して感じたこと考えたことを、ビジネスコンテストという形で伝えて行
きたいと思います。

【中京大学3年 宮田真成】

作業中のピン写真一枚



#4.参加者の声④

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

富岡の暖かさを私の町でも伝えたい

今回のクラダシチャレンジで養蚕の現状を学ぶだけでなく、富岡
市の魅力を知りました。それは富岡市で養蚕業を営む農家さんの
覚悟や誇りであったり、その養蚕を衰退させることなく何とか盛
り上げようと尽力する市役所の方々の熱意、また富岡市の魅力を
各々の形で伝えようとしている市民の方々が生み出すものでし
た。このような方々に出会えたことで「自分に何かできることは
ないのか」という当事者意識が芽生え、遠隔では感じることので
きなかった五感すべてを活かそうと思いました。吸収できたすべ
てをこれまで学んできたことと合わせることで、また次の私の地
元の魅力をほかの地域の多くの人に伝えたいという目標に活かし
ていきたいと思います。

【香川大学３年岡本奈々 】

作業中のピン写真一枚



#04.参加者の声⑤

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

養蚕以外にもたくさんの事を学んだ4日間

今回のチャレンジに参加する前、養蚕について漠然としたイメージしかな
く、古い時代の産業とさえ思っていました。しかし実際に農家さんのお宅に
お邪魔して作業を体験し、想像以上に体力や精神力を必要とするお仕事であ
ることを実感しました。そして様々なお話を聞く中で担い手のいない養蚕業
の現状を知り、それでも誇りと情熱を持ってお蚕を育てる農家さんの姿勢に
触れて絶対に絶やしてはならない産業だと強く感じました。
そして、富岡市に滞在中は市役所の方々を初めとする非常に多くの人に支え
られ、助けられて、その方々の温かい笑顔を糧にして作業や研修に取り組む
ことが出来ました。そしてなにより一緒に過ごしてくれたメンバー達にも本
当に感謝しています。助け合えるメンバーが居たからこそ、私自身もより多
くの学びや気づきを得て成長することができたと思います。

ここに来る前は富岡市についてなにも知りませんでしたが、実際に現地を訪
れると、人も街も本当に素敵で、ビジネスコンテストでの提案を通じて少し
でも力になれたらいいなと思っています。

【中京大学3年 中嶋梨々香】

作業中のピン写真一枚



#4.参加者の声⑥

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

富岡市のことをたくさん知れた4日間
私はこの4日間でとても多くのことを学ぶことができ、貴重な経験をするこ
とができました。養蚕体験では桑取りと、お蚕さんを成長ごとに分ける作業
をさせていただきました。桑取りでは想像以上に体力が必要で、まとめた桑
を軽々と運ぶ養蚕農家さんの姿がかっこよかったです。お蚕さんを分ける作
業はとても丁寧にしなければいけない作業だと感じました。養蚕農家さんに
直接、養蚕を続ける理由や機械化しない理由など様々なお話を聞くことがで
きて良かったです。若手の養蚕農家さんの養蚕に対する想いなども聞くこと
ができました。養蚕農家さんは心からお蚕さんのことが好きだということが
伝わってきました。
また、富岡市の方々はみなさんとても温かく私たちを迎えてくださりまし
た。私が住んでいる地域との違いがあり、興味深かったですし、こんなにも
地域コミュニティのつながりのようなものを感じたのは初めてでした。最終
日には富岡市から離れることが悲しいとも思いました。
私にとってこの4日間はとても貴重な経験になりました。初めて会うメンバ
ーとも仲良く、協力しながら過ごすことができ、とても楽しかったです。
ありがとうございました！

【中京大学3年 宮本萌花】

作業中のピン写真一枚



#4.参加者の声⑦

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

体験価値の重要性
富岡市を訪れると、産業と歴史の間で揺れ動く養蚕業を、何とかして
守ろうと、奮闘する人々に沢山出会いました。その方々との関わりの
中で学んだことは、”体験価値の重要性”です。
養蚕業の手作業の丁寧さや、高齢化による危機、養蚕業に対する皆さ
んの思いなどは、このクラチャレに参加しなければ、一生知ることが
出来なかったことだと思います。これは今回の養蚕業だけにとどまら
ず、体験することによってしか得られない価値や学びが、まだ世界に
は沢山転がっていて、インターネットという箱の中にある情報だけで、
知った気になっていた自分が、とても恥ずかしくなりました。
今回の経験から、情報時代だからこそ、実際に自分の目で見て、耳で
聞いた体験を、大切にしていきたいと強く感じました。
このような素晴らしい機会を与えてくださったクラダシ様、そして、
現地で支えて下さった富岡市の方々、本当にありがとうございました。

【神戸市外国語大学3年 清水緑里】

作業中のピン写真一枚



#4.参加者の声⑧

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市

「裏切り」の多かった4日間
私は今回、人生初のインターンシップでとても緊張していた中でこのクラダ
シチャレンジを迎えました。最初こそは初対面の面々に緊張を隠せませんで
したが、1日目の終わりにもなると、先輩方と気軽に話せる仲になりまし
た。このような「交友関係」をインターンシップで得られるとは思わなかっ
たので、まずこれが最初の良い「裏切り」でした。
次に肝心のインターンシップの内容ですが、こちらにも沢山の予想外の出来
事がありました。まず、富岡市役所の方々がとても優しかったということで
す。公務員と聞くとどうしてもお堅いイメージが拭えません。自分もそうで
した。しかし実際会ってみると、それぞれ個性豊かでとても丁寧に優しく対
応していただき、自分の固定観念が打ち砕かれたのを感じました。
また、今回は富岡市の養蚕業を体験させていただきましたが、このような体
験をさせていただく機会はめったにありません。そんな貴重な機会を最高の
仲間たちとともに、優しい富岡市のみなさんのもとで行え、養蚕業の「古臭
さ」といったステレオタイプから、「あたたかい産業」というイメージの変
化、ギャップを感じたことが何よりの「裏切り」であったと、そう感じてい
ます。

【早稲田大学1年 中山弘翔】

作業中のピン写真一枚
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2022年10月12日(水)にオンライン配信にて、ビジネスコンテストを行いました。

■日時：2022年10月12日 17:00-19:00

■場所：オンライン配信

■参加者：「クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市」
参加学生
富岡市役所の方々
パーソルサンクス株式会社の方々
富岡シルク推進機構の方々
富岡市地域おこし協力隊の方々
クラダシ社員

■目的：参加した学生が、現地の方との交流・収穫支援の活動を
通して見出した課題への解決策をビジネスプランとして提案する

＃クラダシチャレンジ in 群馬県富岡市
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表紙
～1班～

中嶋梨々香
宮本萌花
清水緑里
中山弘翔
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富岡の課題発見・解決策立案

若年層の、富岡＝シルクの知名度・イメージが薄い

富岡市の現状

・富岡市への観光客数はH26年の133万人をピ
ークに減少傾向（富岡市観光HPより）

富岡市の地域課題

なぜその課題を選んだのか？

富岡市を盛りあげるためには、現在高齢者層に
しかなじみのない、シルクに関心を向ける世代
層を、拡大する必要があるから
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富岡の課題発見・解決策立案

日本のシルクロードを作る

現地で感じた印象・現地の声

・若い人にもっと富岡シルクを知って欲しい

・富岡製糸場含む周辺の娯楽的要素が薄い

目指すべき方向性

富岡＝シルクのイメージを定着させ、観光客数を
増やす

解決策立案
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シルクロード概要

日本のシルクロードをつくる

富岡製糸場内にシルクの通路(シルクロード)をつくり、さらに富岡製糸
場へ続く一本道を商業施設でにぎわうシルクストリートへと改革する

シルクロードシルクストリート
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シルクロード概要

シルクロード

・富岡製糸場の入口～建物内に続く道にレッドカーペットの
ようにシルクを敷き、一本道の通路をつくる

・シルクが汚れないように上はガラス張りにし、実際に
シルクの上を歩けるような仕様に(西置繭所のハウスインハ
ウス構造からの着想)

→シルクロード
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シルクストリート発案の背景

富岡市観光客調査
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33All Rights Reserved,

シルクロード概要

シルクストリート
～「シルクロード」につながる一本道～
・富岡製糸場につながる一本道を「シルクストリート」としてた
くさんの土産物店や飲食店の集まる食べ歩きスポットにする

【景観の統一・各店舗の一体感】
・シルクストリートの頭上にはシルクの日よけを設置(※)
・各店舗ごとに異なる色のシルクの暖簾を設置
・富岡製糸場の入場券提示で得する仕組みづくり

【シルクストリートに入る店舗について】
・食べ歩きができ、インスタ映えするようなグルメを販売(桑の葉
スイーツ、シルクにちなんだスイーツなど)
・シルクストリート限定販売の富岡シルク製品を販売

※
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ターゲットとニーズ

【ターゲット】 平均的な収入の若年層

【ニーズ】 食べ歩きして観光地を楽しみたい
インスタ映えのスポットに行きたい
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競合との差別化

【競合】
・京都府清水坂
・石川県ひがし茶屋街

【競合との差別化法】

一つ一つのお店を独立させるのではなく、シルクストリートとして統一する

例）・のれんなど、シルクを使ったものをお店に取り入れる
・富岡製糸場の入場券で割引サービス
・シルクや桑などの富岡市にちなんだ食べ物
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売上の想定(一人あたり)

1人当たり4000円～5000円を想定

【内訳】
・富岡製糸場入場料 1000円
・お土産代 2000円
・食事 1000円～2000円
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シルクストリート・シルクロードのメリット

①持続的な利益の創出・増加

②新たな観光スポットとしての富岡市の知名度・人気向上
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シルクストリート・シルクロードのメリット

①持続的な利益の創出・増加

・シルクストリートに並ぶ飲食店や土産物店からの収益
・「ここにしかない」限定販売商品を販売することによる観光客数の増加

→収益増加
・写真スポットでもあるシルクロードを富岡製糸場内に設置することによる
富岡製糸場の来場者数の増加

・シルクストリートでの定期的なイベント開催により顧客を飽きさせること
なく、継続的に利益を創出

【イベントについて】

シルクストリートやシルクロードで定期的なイベントを開催する
例：シルクリスマス(クリスマスイベント)

フランスにちなんだイベント(ポール・ブリュナから)
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シルクストリート・シルクロードのメリット

②新たな観光スポットとしての富岡市の知名度・人気向上

・シルクロードや、シルクの屋根(日よけ)、シルクの暖簾が並ぶ道の風景は
インパクトがあり「映えスポット」になる
→このスポットをきっかけとして現状の観光客層としては希少な若者を多く
取り込むことで、富岡市や富岡シルクの魅力を知ってもらえる！

・日本で唯一のシルクをテーマにした観光地となり、富岡市＝シルクのイメージ
がより強くなり、富岡市の知名度向上につながる！
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課題

・費用がかかる

・若者への認知が必要

高級ブランドのコラボ化

課題解決・PRとして
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高級ブランドとのコラボ化・概要

販売方法

目的

・若者に”富岡シルク”というモノを知ってもらう
・シルクロードを作る上での資金集めをする

メリット

・高価格の壁をクリア

・若者に認知して貰える可能性の拡大

・個数限定販売
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高級ブランドとのコラボ化

若者認知のパターン

❶話題性による認知→超高級ブランド

❷憧れによる認知→女性モノの下着ブランド
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高級ブランドとのコラボ化

➊超高級ブランドとのコラボ

メリット

・低年齢層への富岡シルクの周知化
・富岡シルクが高額でも気にならない
・富岡シルクの供給が少なくても気にならない
・富岡シルクを大切に扱ってもらうことができる

×
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実現可能性の可否

【論拠】

・実際に養蚕農家に超高級ブランド、「エルメス」が視察に来たこともあった
・日本の織物等は注目されがちである（よく西陣織などコラボしている）
・富岡製糸場１５０周年としてコラボする口実も十分ある

・一見、実現可能性は低く見えそうだが・・・

実際に富岡市のシルクは注目を集めている
→実現可能性は十二分にあると判断
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高級ブランドとのコラボ化

デメリット＆解決策

❷ 「高級すぎる」というイメージが若者に芽吹くのではないか

→工夫したＰＲをすればそのようなことは回避できる。例えばコラボ商品の特設
サイトの下に富岡シルク製品を売っているサイトを用意しておけばそのようなイ
メージがわかない他、高額の当該コラボ商品との比較でよりシルク製品が安く感
じられるのでは。
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高級ブランドとのコラボ化

デメリット＆解決策

➊ ブランド側のメリットはあるのか？

→ある。特に西洋の高級ブランド店（ルイヴィトン等）は西洋風の商品を開発す
るだけではマンネリ化してきてしまう。しかし、「和」を取り入れた日本風のバ
ッグを作ればブランド側にもよいアクセントになりうるのではないか。
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高級ブランドとのコラボ化

・「繋がり」が強い富岡シルクを生かして・・・

【内容】

個々の商品の中に写真や手書きメッセージを入れておく。
→「繋がり」や「生産者が見える」富岡シルクをより明確化

（個々の商品はあまり多くない＝このようなこともお蚕さんがいない時期に
十分に作成可能だと考える）
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高級ブランドとのコラボ化

❷女性モノの高級下着ブランド

メリット

・肌触りが良いというシルクの特性を生かせる
・若い世代でも買える可能性がある
・未来の潜在的な顧客の獲得
・プレゼント需要



Confidential

49All Rights Reserved,

高級ブランドとのコラボ化

・商品と一緒に、シルクについてのパンフレットを添える

【内容】

・シルクの成り立ち

・ORコード→読み込むと、シルクロードのSNSに飛ぶ
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日本のシルクロードを作る

【PR方法】

広告媒体 ネット広告、インフルエンサーに案件として富岡シルクの商
品を宣伝してもらう

シルクロードが周知されてきたら、、、
・シルクロードをＳＮＳで観光客自身が発信するようになる
・テレビ取材など

上記の方法でＰＲして富岡市の活性化を図る
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日本のシルクロードを作る

【誰に】平均的な収入の20代若者

【何を】日本唯一のシルクをモチーフにした観光地

【ニーズ】食べ歩きしたい・インスタ映えスポットに行きたい

【価格】1人辺り4000-5000円

【PR方法】ブランドとのコラボ化
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表紙
～２班～

岡本奈々
木村優里
三田千尋
宮田真成
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富岡シルクの課題発見・解決策立案

歴史ある純日本の富岡シルクの価値が失われていっている

富岡シルクの現状

中国製の安いシルクにより富岡シルクが商品価

値を失っていっている。

富岡市の地域課題

なぜその課題を選んだのか？

富岡シルクに携わっている多くの人が心配していた。

日本の文化、そして産業としての富岡シルクの魅力、他

のシルクにはない付加価値を若者の視点を生かして発

見、PRしていきたいと思ったから
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富岡シルクの課題発見・解決策立案

・蚕の特性である我慢強さ・たくましさ、蚕が育てられた背景である農家さんの愛情や蚕を敬う気持ちなどをシルクに重ね縁起を担ぎ、製品とする。

・シルク製品でベビードレスやおくるみを作り、使った後には記念のハンカチなど別の使いやすいものにリメイクする。

現地で感じた印象・現地の声

● お蚕の特性、性質（文句も言わず・我慢強く・多
くを望まない・桑だけで生きる・たくましさ）を
伝えたい

● お蚕への愛、敬う気持ち
● お蚕を愛情をもって、子供のように寝る暇を惜し

んで世話をしている
● 手間暇込めて作った繭

目指すべき方向性

● 肌に良い素材で肌が弱い人にも自信を持って進め

られる。

● 歴史・文化のある街で作られたブランド性を伝え

たい、高めたい。

● 魅力を多くの人に知ってもらって価値を理解して

くれる人に正しく詳しく知ってもらう。

解決策立案
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富岡市のシルクの歴史

明治期からの歴史

世界遺産の富岡製糸場

現在も手作業で
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お蚕の特性、背景

たくましさ

農家さんの愛情

お蚕さん

＝ 縁起を担ぐ



Confidential

57All Rights Reserved,

商品例

おくるみ
価格
約６０００円～

ベビードレス
価格
約１００００円～

ブランケット
価格
約５０００円～

靴下
価格
約１０００円～
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ターゲット

赤ちゃんが生まれる家族の親族、友人

親族

友人

親族



Confidential

59All Rights Reserved,

日本の出生数

厚生労働省より
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【※調査概要】 JAM HOME MADE
☑調査方法：インターネット調査
☑地域：全国
☑調査対象：20歳~39歳の5歳以下の子ども
がいる女性 400名
☑調査時期：2017年10月



Confidential

61All Rights Reserved,

対象者仮説：約900万人

絶対的市場シェア率仮説：0.1%

900万人の0.1%は9000人

ターゲット仮説：約9000人
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強み

自社の強み：⇒富岡シルクは作り手の顔が見える、愛情やぬくもりが伝わる

贈り物として、出産おめでとうの気持ち
＋
シルクと桑の持つ意味やストーリー性を
商品と一緒に届ける

☛特別感、こういう風に育ってほしいという期待感を受け取る人に伝えられる
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このプランを知ってもらう方法
・SNS等の、子育て中のインフルエンサーに商品の実際使った感想を動画や投稿で伝えてもらう

・ご高齢の方に知ってもらうために、地域のイベントや演歌歌手の人に紹介してもらう

・学生の学びの一環として、ワークショップを開いたり商品コラボをすることで、メディアに取り上
げてもらい富岡シルクを広める

・農家の人たちに１日密着し、SNSに動画をのせる→ファンを付ける
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既存の行事に、シルクを使う習慣を広める

・お宮参り
・退院祝い
・初めて服を着た日
・初めてお風呂に入った日
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特別感を伝える方法

・ロゴをつくる

・ストーリー性を記載した冊子などを商品とともに届ける

・桑の和紙を一緒に送り、そこに赤ちゃんの名前を書いてもらう

・赤ちゃんの名前を事前に聞いておき、それを書いた桑の和紙を送る
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思い出はそのままに商品はリメイクで生まれ変わる
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販売方法

オンラインストア

将来的には、百貨店等に店舗を構える
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誰のどんなニーズを満たす？
赤ちゃんが生まれる家族の親族や友人の出産祝いというニーズ

どの程度売上を立てる想定のビジネス？
ターゲットとなる人は何人くらいいるのか？
約900万人 の0.1%を買ってもらうことを想定 ＝9000人
親族60%＝5400人 ＝ 1億1880万 のうちの2割 2376万 売上想定額
友人40%＝3600人 ＝ 3132万 のうちの2割 626万4千 売上想定額

トータル：およそ3000万円の売上想定

すでにその市場にいる競合との差分は？
○インフルエンサーによる宣伝により、口コミよりも信用性が増す
○商品の生産背景を始めとする生産者のストーリーが送った相手にも伝わりスペシャル感が増す

購入する人のニーズ
出産祝いを送る理由→母子の健康を願い、出産を祝福するため
渡す人の健康に育ってほしいという想いを、ストーリー性を交えた商品にこめて、渡す事ができる。
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現在代替されているものは何か

雛人形や五月人形は、親族から贈られるものであり
その点で競合性があり、健康に育ってほしいとう面からも
メッセージ性が類似している。

一方で私たちが考える出産祝いの商品は…

・シルク（お蚕や桑）の縁起の良さを活かした製品に、富岡市の歴史を初めとする生
産者のストーリーを乗せたスペシャル感のある商品になる。
・実用性がある＋メッセージ性があることで受け取り手にも喜ばれる
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シルク商品の競合他社

一方で私たちが考える出産祝いの商品は…

○インフルエンサーによる宣伝により、口コミよりも信用性が増す
○商品の生産背景を始めとする生産者のストーリーが送った相手にも伝わりスペシャル感が増す

← 「白ずきんちゃん」
生きているように美しくやさしい
シルクのベビーウェア

「ミキハウス」 →

アパレル事業および子どもと家族
に関わる事業への取り組みを

世界中の子どもたちと家族の毎日
が笑顔でいっぱいになるように。
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誰に？
赤ちゃんが生まれる家族の親族や友人

何を？
おくるみ、ベビーブランケット、ベビードレス、靴下

いくら？
おくるみ→約6000円～、ブランケット→ 約5000円～、ベビードレス→約10000円～
靴下→約1000円～

どこで？
オンラインストア→百貨店などのデパートに拡大

どのように？
SNSの活用
○子育て中のインフルエンサーによる紹介
○地域のイベントや演歌歌手の人による紹介
○学生の学びの一環として、ワークショップを開いたり商品コラボ
○農家の人たちに１日密着し、SNSに動画をのせる



#6. 総括
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株式会社クラダシ

2014年7月

東京都品川区上大崎3丁目2−1 目黒センタービル 5F

代表取締役社長 関藤竜也

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」の運営

https://www.kuradashi.jp/ (ショッピングサイト)

https://corp.kuradashi.jp/ （会社HP）

事業内容

社名

設立

所在地

代表者

URL

株式会社クラダシは、富岡市以外の自治体でも支援を引き続き行なってまいります。

ご質問・ご相談等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://www.kuradashi.jp/
https://corp.kuradashi.jp/

