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地域には、自然、歴史、産品、魅力ある町並みなど、そこで育まれた独特の資源があり、それ
らは観光地域作りの魅力的なツールである。 

近年、旅行者のニーズも多様化しており、例えば、「地元の人しか知らない体験をしてみた
い」といった、体験型、特別感の演出などのプログラムを提供していかなければ観光客を呼
び込むことは難しくなっている。 

このような状況を踏まえ、「着地型観光（※）」の重要性が指摘され、観光客を呼び込む地域側
では、魅力的な資源をうまく組合せ、魅力ある観光地域づくりに取り組んでいる。 

 「きもの」は、日本を感じることのできる資源であり、また体験プログラムにも活用できる。き
ものも活用しながら地域のブランディングに取組む自治体等も存在する。 

Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

（※）着地型観光：旅行者を受け入れる地域（着地）側が、その地域でおすすめの観光資源を基にした旅行商品や体験プログラムを企画・運営する形態 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 
 

２． 複数の地域との連携による取組事例 
 

３． 議会や自治体できものを着る取組等 
 

以下のような取組が進められている。 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 
（１）結城市 「きものday結城」、「結い市」 
【市の取組】 「きものday結城」の事務局、結城紬の貸し出し 

きもの 

きものday結城（主催：結城市観光協会） 

中世時代この地を治めた結城氏が作り
上げた城下町の街割がそのまま残る歴
史のある街並み  結城市観光協会より 

中世の面影残る町並み 

結城紬（結城市の産業資源） 

結城市より 

• 結城紬や各自用意したきものを着て街散策
を行うイベント。お茶のサービスや紬の反物
が当たる抽選会なども開催。「結城紬」の発
信ときものを着る機会の提供が目的。 

• 毎年11月に開催。 
• 平成26年は県内外約500名の参加。 

結い市（主催：㈱ＴＭＯ結城） 

• 神社の境内や蔵などの様々な空間がマル
シェやコンサート会場として生まれ変わり，
全国から集まった芸術家の作品やアーティ
ストのライブを開催。グランドフィナーレでは
雅楽の演奏と行灯の幻想的な光景が見られ
る。 

• 同種の音楽イベント「結いのおと」では，結城
市が参加アーティストに結城紬の貸し出しを
実施。 

結城市より 

地域資源を
活用した集
客イベント
を開催 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 
（２）足利市 「足利道楽」 主催者：足利商工会議所 協力：足利銘仙プロジェクト、まちなかのお店 
• 年２回開催。春は「足利春まつり」、秋は「足利秋まつり」期間中に開催 
【市の取組】 市内無料巡回バス「ぐるワンバス」の進行、市の施設の割引 

 
 
 

 
 

 
• 足利銘仙は昭和初期に全国的に

人気となったきもの。現在は生産
されておらず、アンティークきも
ののレンタルを実施。 

• レンタルきものは当時の人々に合
わせたきものでサイズが小さめ。
これを逆手にとって、「足利スタイ
ル」を提案 

• ブーツとあわせてわざと短めに
着たり、帽子と合わせたり、“現代
的な着方を提案” 

 
 
 
 
 

足利スタイル 
モダンな着方の提案 

 
 
 
 
 

①着道楽：きものレンタル、着付け、②食道楽：茶の湯
サービス、飲食スポットマップのプレゼント、③学道楽：
足利学校での体験 等 

 
 
 

３つの道楽 

 
 
 
 
 
 

• 「足利秋まつり」期間中に実施 
• 足利秋まつりには、足利グルメグランプリ、三大陶器ま

つり、学校さままつり、足利の文化財一斉公開 
 
 

 
 
 

足利秋まつり 

足利市より 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 

画像は小江戸川越観光協会ＨＰより 

（３）桐生市 「インバウンド戦略」、「桐生きものファッションショー」、「桐生きものの日」 
桐生は、千三百年の織物の伝統を持つ地域。地域資源である、伝統的な染め・織り技術ときものを組み合わせた地域おこし
の各種の取り組みを推進。 
【市の取組】 インバウンド戦略、桐生きものファッションショーの主催 

桐生きもの 
ファッションショー 

桐生きものの日 
「きものワインパーティ」 

インバウンド戦略 
（きものを活用した旅行商品造成） 

主催： 桐生市 
伝統産業である桐生織の工場見学、着付け体

験など、きものを活用した体験型メニューを
企画することで観光誘客を図る。 

 １）台湾高校生の誘致事例（着付け体験、織  
  物・染色工場等の見学） 
 ２）桐生市の産業観光ときもの着付け体験に 
  より、ミャンマー、マレーシアの大学生の誘 
  致（外務省JENESYS2.0事業） 
 ３）はとバスなど、産業観光をテーマに、旅 
  行商品が多数発売。 
平成26年実績 
 インバウンド： 320名 
 団体旅行商品： 1300名 

主催： 桐生織物協同組合 
 
１１月３日を「桐生きものの日」とし、

「きものワインパーティー」を開催 
きものを着る機会や愛好者同士

の交流の場の提供、また和装の振
興とあわせて産地製品のＰＲも行
実施。 

毎年桐生市内外から沢山の参加
者があり、市民も楽しみにしてい
る。 

桐生市・桐生織物協同組合の共催 
 

織都桐生千三百年及び富岡製
糸場と絹産業遺産群の世界文
化遺産登録を記念し、桐生市の
繊維産業と和装の振興を図る
ことを目的に、公募モデル等に
よるきものファッションショー開
催。 

桐生市より 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 

風情ある町並み、まつりなど
の歴史的資源ときものを連携
させて発信することにより、川
越という町の魅力向上を図る。 

 

画像は小江戸川越観光協会ＨＰより 

（４）川越市 「川越きものの日」 
毎月18日を「川越きものの日」とし、かつて織物の集積地とした繁栄した織物文化の発信と観光誘客の取組を実施（事務局：
公益社団法人小江戸川越観光協会） 
【市の取組】 「川越きものの日」の18日をはじめ、毎月8付く日は、市の施設（博物館等）のきものの来場者の入場割引。 

 時計台 

風情ある町並み 歴史的資源 

 蔵づくりの町並み  川越市より 
 川越まつり      川越市より 

きもの 

着付けや伝統文化（染など）が体験できる。 
協賛企業（約100社）によるスタイリング割引
やお食事処でのサービスなども受けられる 

小江戸川越プロモーションビデオ 

「レンタルショップで着物に着替えたら 
まるでタイムスリップ！それが川越」 
（『キュンってしにきて！川越』歌詞より） 

 川越市より 

（公社）小江戸川越観光協会より 



7 

Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 

画像は小江戸川越観光協会ＨＰより 

（５）佐倉市 「時代まつり」 佐倉市、佐倉市観光協会主催 
• 佐倉市の江戸時代の城下町の風情の残る町並みを活かし、城下町佐倉の賑やかな江戸時代のまちの様

子を再現する、体験型イベント。来場者は仮装（有料）でき、女性のみならず、侍・甲冑姿も人気 
• 来場者数は4万人。千葉県内はもちろん、総武線沿線であるため、県外では都内や神奈川県からの来場

者が多い。成田空港が近いため海外からの参加も多い。東南アジア系の観光客が増えている。 

【市の取組】 「時代まつり」の主催 

旧堀田邸等施設の入場無料 

きもの特典 

佐倉市より 

 近年のきものブームにより
若い女性の来場が増加 

 twitter等で「侍姿になって
みた」と自発的に拡散して
くれる。じわじわ広まってい
くことを期待 

 成田空港の外国人に意識
調査を行うと、やはり「侍」
へのイメージは強く、これ
ら体験サービスは有効。 

 留学生も団体で訪れ、きも
の姿を楽しんだ 

（公社）佐倉市観光協会より 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを活用した事例 

（６）名古屋市 名古屋城におけるきものイベント 
【市の取組】名古屋城におけるきものを活用した各種イベントを主催 

 
 
 
 
 
 

• 桜の名所である名古屋城の春のお祭り。桜ま
つり期間中は、夜桜期間として開園時間を延
長。天守閣と桜のライトアップが楽しめる。 

• きものを活用したイベントも企画 
• きもの着用者は割引 
• 着付け、きもの姿での場内散策（１日） 
• 「おもてなし武将隊」出立式 

 
 
 
 
 

名古屋城春の陣 

 
 
 
 
 
 
 

• 平成26年から開催（無料）。 
• 平成27年は1月25日に開催し約100名参加 
• 天守閣の中で着付けを行い、30分ほど自由

に散策や記念撮影ができる。 
• 市外参加者が多く外国人の参加もある。 
 

 
 
 
 
 

きもの着付け体験 

 
 
 
 
 
 

 
• 十二単の着付け体験ができる（無料）。 
• 平成27年は2月28日、3月1日に開催され、

約300人が参加。 
• 市外参加者が多く外国人の参加もある。 
 

 
 
 
 
 

十二単着付け体験 

 
 
 
 
 
 
 

• 「名古屋おもてなし武将隊」が
毎日城内でお客様をおもてな
し。 

• 土日祝日にはおもてなし演武
も行われる。 

 

 
 
 
 
 

名古屋おもてなし武将隊 

名古屋市より 

• 2009年11月に発足した、名古屋の観
光PR部隊。全国武将隊ブームの先駆
けとなった。 

• 主なファンは20代～40代の若い女
性。ファンクラブには数百名が入会。
武将隊が好きになり、イベント参加時
などにきものを着用し出す人が増え
ている。 

• 武将隊の効果もあり、名古屋城に訪
れる観光客は、2009年度から2010年
度にかけ約16万人増加。 

• 織田信長と犬山城を散策するツアー
を行った際には、限定9名できものレ
ンタル、着付けを実施。 

 

名古屋おもてなし武将隊事務局より 

名古屋おもてなし武将隊 

名古屋おもてなし武将隊事務局より 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 

画像は小江戸川越観光協会ＨＰより 

（７）京都市 「伝統産業の日」 
京都市では，京都の伝統産業の魅力を国内外に発信するため，平成13年度に春分の日を「伝統産業の日」と
定め，毎年この日を中心に，多彩な催しを実施。 
【市の取組】きもの着用者に対する特典（市バス無料、観光施設無料等） 

伝統産業の日（主催：京都市、「伝統産業の日」実行委員会） 

きもので乾杯～お酒とワイン～ 
きもの姿で，日本酒，ワイン，京料
理を味わいながら，芸舞妓による
踊り，抽選会などを楽しんでいた
だくパーティ。 

きもので記念撮影in平安神宮 
平安神宮苑を背景にプロの写真
家によるきもの姿での記念撮影
を行う。（無料） 

中高生限定！ 
きもの着付け体験とまちなか散策 
市内中学生・高校生を対象に，きも
のの着付け体験等を通じて，地元
京都の伝統産業を学ぶ。 

きものでおでかけ入場無料 
一定期間（９日間（平成２６年度））
きもの姿でかつ無料入場券を持
参された方は，京都市内の文化
観光施設に無料で入場（入場料
は施設負担） 

京都きものパスポート 
（主催：(公財)京都和装産業振興財団） 

京都きものパスポート2014～2015 
パスポート冊子掲載施設にきもの姿
で利用し，冊子を提示することで記
念品の進呈や割引を受ける事がで
きる。 
（有効期間：平成26年10月1日から平
成27年9月30日まで） 

きものでおでかけ乗車無料 
一定期間（９日間（平成２６年度））
きもの姿でかつ無料乗車券を持
参された方は，市バス，地下鉄に
無料で乗車 
（乗車料は実行委員会負担） 

きものクラッシックコンサート 
主催：京都市，（公財）京都和装産
業振興財団，「伝統産業の日」実
行委員会 
きもの姿の方を京都市交響楽団
のコンサートに無料招待 

京都市より 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 
（８）萩市 「着物ウィーク in 萩」 主催 ：公益社団法人萩市観光協会 
• 萩には、古の城下町の町並みを今もとどめる、風情の漂うまち。その町並みに似合う“着物”を着て、まち

歩きを楽しむイベントとして開催。着物を着ることで、日常とはまた違った「和」の世界を楽しんでもらう
ことを目的としている。 

• 着物着用で特別割引が受けられる。他にも「和の学び舎」「写真プレゼント」など、萩ならではの着物体験
ができる。 

【市の取組】「着物ウィークin萩」への後援、協力 

きものレンタル 

萩市観光協会より 

和の学び舎 

• 練香つくり、オリジ
ナル半襟づくり、着
物で萩城城下町散策
など、１０のプログ
ラムから選べる。 

• きもの割引あり 

きもの着用者へ
の、お食事・お
買物の割引、和
小物プレゼント。 

 

きもの特典 

フォトコンテスト フォトプレゼント 

 第1回開催時2,100
人だった来場者が、
第9回（平成26年
度）9,500人まで増
加（参加者は全員
きもの着用）（萩市
データより）。 

 きものイベントとし
ての認知度が向上。 
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Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

１． 地域資源ときものを組み合わせて活用した事例 
（9）えきレン (株式会社やまとが運営するきものレンタルサービス) 
• きものを着たいが「自分では着られない、お手入れが面倒、値段が高い」といった声に応え、２０１２年１１月

より、手ぶらで来店し、気軽に楽しめる「街着のレンタルサービス」としてスタート（対象は女性）。 
• 「永久レンタル制（レンタルしたきものの持ち帰りＯＫ）」、「いつでも新品」、「きもの・帯・羽織の３点セット＋

襦袢・小物一式、着付けサービス込み」の３つの特典。 
• 多くの利用客が着用きものをそのまま持ち帰る。 
• 観光地である浅草、金沢、大阪・天王寺、姫路で展開。これまでのトータルの利用者数は２,６５０人で、８割

強が２０～３０代の若い女性。 
• 浅草は都内の利用者が多いが、他地域（金沢、天王寺、姫路）は遠方からの利用客が多い。 

金沢「えきレン」 

 ２０１５年３月１４日に北陸新幹線が開業し、金沢への観光客の増加が期待される。 
 北陸新幹線開業後数週間の利用客数は、通常の１桁／１週間から２桁／１週間まで増加した。 

株式会社やまとより 
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2． 複数の地域の連携による取組事例 

（１）のほほんまち歩き 
• ＪＲ両毛線は、明治時代に沿線で生産される生糸や織物を輸送するためにつくられた「絹鉄道」 
• ＪＲのディスティネーションキャンペーンを発端に、両毛線沿いの地域で連携しようと始まり2014年で4回目。 
• 各市が「特別着付けプログラム」を企画し、きものでまち歩きイベントを実施。 
• 特別着付けプログラムは各市定員20名前後。昨年は人気でキャンセル待ちが出た。 
【市の取組】連携して「両毛線沿線のほほん連絡協議会」を発足させ、楽しいまち歩きイベントを提案 

Ⅰ.自治体等によるきものを活用した地域振興事例 

ＪＲ両毛線 前 

橋 

足 

利 

桐 

生 

佐 

野 

栃 

木 

伊勢崎銘仙 
群馬の観光情報HPより 

伊勢崎銘仙レンタル 
着付け・写真撮影 
伊勢崎グッズプレゼント 
お茶会招待・伊勢崎ス
イーツ交換券プレゼント 

前橋観光 
コンベンション協会より 

無料着付け教室 
まち歩きイベント
への参加 

桐生市より 

着物レンタル・着付け・写真
撮影 
お抹茶と和菓子サービス 
電動バスでの送迎 
ハーブクラフト体験 

足利観光協会より 

きものレンタル、着付
け、写真撮影 
人力車の運行 
史跡足利学校参観料
無料 
手焼きせんべいプレ
ゼント 

大
間
々 

首都圏の駅を中心に配布
されたパンフレット 
「小さな旅 両毛線沿線
のほほんまち歩き」 

きものレンタル、着
付け、写真撮影 
お抹茶と和菓子の
サービス 
ガイドと一緒に大
間々まちなか散策 
 みどり市より 
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Ⅰ.自治体によるきものを活用した地域振興事例 

奄美市議会 紬議会 

３． 議会や自治体できものを着る取組等 

奄美市議会最終本会議にて、市長始め
市幹部職員が紬を着用。地場産業の振
興・ＰＲとして紬を着用して議会に臨む慣
例は、１９７７年、名瀬市議会時代から始
まった。 

米沢織物業界の振興と活性化を支
援するため、毎年３月定例会初日
に、市長を始めとする本会議への
出席者が米沢織の『きもの・スーツ』
を着用し、会議に出席する。平成２６
年３月定例会で３６回目。 

米沢市議会 きもの議会 
京都市  

「仕事始めはきもので」 

市議会の12月定例会で市長の他執
行部職員全員が本場結城紬のきも
のを着用してPR（その他、市長が
本場結城紬で作ったスーツを着用
し会議やイベントに出席すること
も） 

小山市議会 紬議会 

 
本場結城紬の着用振興を図るた
め、市民の方が、栃木県本場結
城紬織物協同組合の組合員が生
産した本場結城紬の反物を購入
し着物やスーツ等に仕立てた場
合、その購入費の一部を助成。 

小山市  

奄美市より 
米沢市議会より 京都市より 
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Ⅱ.きものの素材を活用した異業種における活用事例 

１． きもの素材の洋装等への活用 

• 秩父市とスウェーデン王国シェレフテオ市
との産業交流事業の一環として、スウェー
デン人デザイナーが考案したデザインを
秩父の職人が秩父銘仙の技術を使って、
着物地、ストール、ブランケットの作品を開
発。 

• ちちぶ銘仙館で、展示会が開催（2015年2
月末～3月上旬）。 

• 今年の夏にはシェレフテオ博物館で展示

会開催。  

秩父銘仙 

秩父市より 

友禅染 

• 京友禅の伝統的な技術やデ
ザインに新しいアイディアを吹

き込んで魅力的な製品を展開。  

株式会社千總より 

東京染小紋・江戸更紗 

• 帯揚げや江戸更紗の技術やデ
ザインを活用したストール。 

• 染色の職人と百貨店のコラボ
で実現。  

富田染工芸より 
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Ⅱ.きものの素材を活用した異業種における活用事例 

２． きもの素材のインテリア等への活用 

• 江戸染色の職人たちの粋が凝縮され
た技術を活用したブレスレッドとラン
プシェード。 

• 江戸染色の独特の風合いとデザイン
は海外でも注目されている。 

江戸染色 京友禅 

• 京友禅の卓越した技術、デザ
インをインテリアやウォーター
ジェット、携帯電話パネルなど、
異業種連携のもと、様々な製
品に展開。 

 

株式会社木村染匠より 

西陣織 

マリンジェット 
(ＹＡＭＡＨＡ)とのコラボ 

友禅ガラス 

携帯電話パネル 
（Soft Bankとのコラボ） 

株式会社細尾より 

• 西陣織の技術、デザインを活
かして、革新的なファブリック
開発に挑んでいる。 

• 著名なデザイナー等とのコ
ラボレーションを通じて、イン
テリア、ファッション、家具な
ど様々な分野のラグジュア
リーマーケットに展開し、国内
外で高い評価を得ている。 

株式会社二葉より 
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Ⅲ.事務局において実施したきもの発信の取組 

１． メルセデス・ベンツファッション・ウィーク東京レセプションへの東京きものの女王の参加 

和装振興研究会の論点でもある「きものをファッションとして楽しんでもらう」、「海外の方にきものを発信す
る」ための取組として、2015東京きものの女王、東京織物卸商業組合、梅原委員、ヘアスタイリスト北郷さんと
連携して以下を実施。 
（１）和装振興に関する勉強会 
（２）メルセデス・ベンツファッション・ウィーク東京 オープニングレセプションへの東京きものの女王の参加 

（１）和装振興に関する勉強会 
 講師 加瀬谷 行雄さん （東京織物卸商業組合） 
    湯川 すみれさん （2015東京きものの女王 大学生） 
    曲渕 伊代さん  （2015東京きものの女王 大学生） 
    梅原 麻里さん  （モダン着物小物 梅屋店主） 
    北郷 啓介さん  （ヘアスタイリスト） 
 日時 2015年3月16日（金）午後 
 場所 経済産業省内会議室 
 受講者 繊維課員、伝統的工芸品産業室員 

東京織物卸商業組合における 
その他の和装振興の取組 

隅田川きもの園遊会 
• 4月の第一土曜日に浅草

神社境内、隅田公園で
開催 

• 例年1500名を超える来
場者 

七夕ゆかたまつり 
• 掘留、浅草橋、日本橋地

区の銀行を中心に浴衣
姿で勤務してもらう 

• きもの着用者の参加イ
ベント 

• 外国人留学生を交えて
日本橋をゆかたで歩い
てアピール 

東京きものの女王 

• きもの最大の消費地東京で、きもの振興
に貢献するために始められた事業。 

• 東京きもの振興会が実施し、2014年開
催（2015年女王）で４８回目。 

• 毎年10月に日本橋三越本店中央ホール
で開催され、コンテストで選出された女
王はきもの振興のため様々なイベント
や地域活動に参加。 東京織物卸商業組合より 
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Ⅲ.事務局において実施したきもの発信の取組 
（１）和装振興に関する勉強会概要 
 日時： 2015年3月16日（月）午後、 場所： 経済産業省内会議室 

【質問に対するコメント】 
（問）大学に着て来る人はいますか？ 
（湯川さん）大学では7月7日が浴衣デーで、大勢の学生が浴衣で来る。大学で
開講されている「きもの学」は人気講座。きものというだけで多くの学生を集
めることができるので、きもののポテンシャルは高いと感じている。 
（問）どのようなイベントできものを着ると発信されると思いますか？ 
（曲渕さん）外国の方が大勢いらっしゃるイベントがよい。外国人の方からよく
写真を撮らせて欲しいと声をかけていただく。 
（問）梅原さんがファッション業界からきもの業界に入ったきっかけは？ 
（梅原さん）ファッション業界の中に「きもの」があると思っていたので、きもの
業界に入ったという認識はなかった。ファッションの１テイストとして「きもの」
があると考えている。 
（問）梅屋のネットショップ経営にあたり購買意欲をかき立てる工夫があったら
教えてください。 
（梅原さん）初めてのお客さまには気軽に買えるモノを提案している（例えば、
手描きの半襟など数千円で買えるモノ）。商品のコーディネートを自らのブロ
グで紹介。 
（問）北郷さんが考える、きものを着た女性を美しく見せるヘアスタイルとは？ 
（北郷さん）和装は後ろ姿をきれいに見せることが重要だと思っている。後ろ
姿をどう見せるかで「粋」が表現できる。また、普段よりしっかりメイクアップす
ることも重要。 
（問）和装振興のアプローチ、今後の展望など 
（加瀬谷さん）梅原さんのように、現在の消費者ニーズをとらえた新しい芽が
出てきているので大事にしないといけない。そうしなければ、既存市場も広が
らないと思う。少しでも日本の得意とするものづくりを残していきたい。 

勉強会の様子 

黒田局長と記念撮影 
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Ⅲ.事務局において実施したきもの発信の取組 
（２）メルセデス・ベンツファッション・ウィーク東京とのコラボレーション（レセプションへの東京きものの女王参加）  

2015東京きものの
女王のお二人が、
梅原委員のきもの
を着てお客様をお
出迎えしました！ 

メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク東京とは 
 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）が主催し、毎年３月と１０月に東京で開催されるファッションの祭典。 
 世界のファッション・ウィークの中でも、歴史性、話題性から情報発信力が大きい、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨーク、そし

て東京の5都市で行われるものは、「5大ファッション・ウィーク」と総称され、大きな影響力を持っている。 
 ２０１５－１６秋冬のファッション・ウィークが２０１５年３月１６日～２１日にかけて開催された。コレクションでは海外から６ブランドを

含め全５２ブランドが新作を発表。期間中、約２万５６００人が来場し、盛り上がりの中、最新のクリエーションが発信された。 

JOTARO SAITO 

株式会社三才より 

活気あふれるショーの様子 

JOTARO SAITO
ショー
（2015.3.19） 
「伝統こそ最新」
が見事に表現さ
れたショー 

オープニングレセプション 

(c)JFWO 
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Ⅲ.事務局において実施したきもの発信の取組 

２． 海外出張における和装活用の実証 

（１）小川審議官タイ出張 

【着用場面】 2015年3月11日 
経済産業省繊維課通商室がタイ商業省貿易振興局と連携し立ち上げた『CREATIVE CROSSING』プロジェ
クト（※）の日タイ両政府による共同記者会見出席、挨拶の際着用。 

共同プレスカンファレンスにてご挨拶 

2015年3月12日（木）  
時事速報バンコク版  

（※）『CREATIVE CROSSING』プロジェクト 
JTEPA（日タイ経済連携協定）に基づき、繊維分野にお
ける日本とタイの協力関係強化に向け、タイのテキスタ
イル企業やアパレルブランドとの交流を通して、お互い
のマーケットについての理解親交や両国の貿易促進を
図る目的で運営。具体的にはWEBサイトの開設、ASEAN
最大規模の繊維関連展示会『BIFF＆BIL』での特設パビ
リオン設置等のプロモーションを行った。 

記者発表では、日・タイ企業の
ファッションショーを開催。 
アパレルブランド「フガハム」は、日
本のデザイン（書道や花札のモ
チーフ等）をそのまま身にまとう
ことができる「Picture Dress」を
披露。 
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Ⅲ.事務局において実施したきもの発信の取組 

２． 海外出張における和装活用の実証 

（２）寺村課長ミラノ・パリ出張 
【着用場面】 2015年2月 
以下の展示会に1回ずつ着用 
(1)ミラノ  
 ミラノ・ウニカ（テキスタイル展示会）を視察し、出展している日本ブースを訪問。ミラノ・ウニカ幹部 
 と意見交換。取材に来ていた業界紙のインタビューに対応 
(2)パリ  
 プルミエール・ヴィジョン（テキスタイル展示会）の出展日本ブースを訪問しプルミエール・ヴィジョン 
 のパスケ会長と意見交換 

プルミエール・ヴィジョン 
パスケ会長と 

2015年2月10日（火） 
繊維ニュース 2面 


