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お客さまに選ばれる商品・サービスとは ?
― 必要な情報を届けるコミュニケーション技術 ―
全国のクリエイティブを活用した産業 創出に関わる方々を
ゲストに迎 え、 定 期 的に開 催するトーク＆交 流イベント
『CREATIVE PLATFORM CAFÉ 』。今回は、ブランディ
ングディレクターの鶴本晶子さんをゲストにお迎えします。
鶴 本さんは、新 潟県 燕市のメーカーで、魔 法 瓶の製 造 技
術を活かした商品を企画開発し、マーケティングから販売
までを担い、ヒットに導きました。現在は、富山県高岡市
の金属加工会社のブランドディレクターに就任し、国内だ
けでなく世界的なブランドとして発 信していくことを目指し
て活動されています。
今回は、地場産業のブランド化や価値創出の手法、昔か
らある地 域の技術や商品の魅力を国内外へ発 信する方法
を学びます。消費者に手にとってもらえる商品やサービス
とはなにかを学ぶとともに、参 加者の具体 的な悩みや課
題等にもお答えいただきます。さらに、国内外の展示会へ
の参加経験の豊富な鶴本さんに、展示や商品の見せ方等
についてのアドバイスをいただく実践的なワークショップも
開催します。
［ イベント 詳細 ］ ゲスト = 鶴本晶子
（ 株式会社 ナガエプリュス 取締役ブランドディレクター）

モデレーター = 山出淳也（CREATIVE PLATFORM OITA 編集長 ）
開催日 = 2 019 年 1月 24日
（木）
時 間 = 18 : 00 ～ 19 : 30（ 受付開始 17: 30）
会 場 = アートプラザ 研修室（大分市荷場町 3番 31号）
参加費 = 無料
定 員 = 30名程度
主 催 = CREATIVE PLATFORM OITA
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鶴本晶子
株式会社 ナガエプリュス
今回は『株式会社 ナガエプリュス』
（ 東京都 ）の
取締役ブランドディレクター、鶴本晶子さんにお話を伺いました。
富山県の鋳造技術を活かして鶴本さんが開発した錫のブレスレットは、
昨年トランプ大統領夫人への贈り物にも選ばれ、大きく注目されました。
女性ならではの視点で日本の優れた技術を世界に発信する鶴本さんに、
ブランディングの観点からいかにコンセプトを設計し、
展開していくべきかをお伺いしました。
聞き手：CREATI VE PLATFORM OITA（以下 CPO）

CPO：鶴本さんがブランディングに関わる

てあったものを再現してください」と職人さ

CPO：
『ナガエプリュス』に関わるように

ようになった経緯をお聞かせください。

んにお願いしたんです。

なった経緯をお聞かせください。

鶴本：もともとはニューヨークと東京を拠点

CPO：失敗の再現って、なかなかないオー

鶴本：ニューヨークの展示会に出展したと

にアートマネジメントをしていましたが、9.11

ダーですし、職人さんは苦戦されたでしょう

きに、
『株 式会 社 ナガエ』の 現社長に出

を境にもっと社会のためになっていること

ね。

会ったんです。その頃から、私がやりたい

を実感できる仕事がしたいと考えるように
なりました。それを友人・知人に相談して
いたところ、新潟県にある日本最後の魔法
瓶メーカーが、東京の青山にショールーム

と考えていたのは、日本のものづくりプラッ
鶴本：そうなんです。半年間かけて、ギフ
トショー当日までにようやく６個完成しまし

トフォームの創造でした。１産地１社１技
術だけで商品を作っても、１企業だけの利

た。出展中に、新宿伊勢丹から２ヶ月後の

益で終わってしまいます。もっと地 域の、

をオープンするということで、ディレクター

催事への出展のお話をいただき、工場 長

ひいては全国の、いろんな企業や技術を掛

として声をかけてもらったんです。

に頼み込んで 100 個作ってもらいました。

け合わせてブランドを作ることで、より多

伊勢丹では私も店頭に立ち、結果として 3

くの技術を伝承し、幅広いジャパンブラン

日間で 100 個 全部売りきったんです。

ドを作ることができると考えているんです。
それを伝えると、社長は共感してくれまし

CPO：それが『 SUS gallery 』ですね。
鶴 本：はい。 当 初『 SUS gallery 』で は、
アパレルメーカーやデザイナーの 個 展や、

た。この会社なら、社会的な仕事がしたい

デザインやものづくりをテーマにしたサロ

リュス』の立ち上げを決心しました。

という願いを実現できると思い、
『ナガエプ

ンなどをやっていたのですが、より社会的
グに切り替わっていきました。

CPO：いろんな企業や工場と関わりながら
新商品を開発する際、工場や職人さんをど

ある日、新潟県燕市の本社工場で素材の

う説得しているのでしょうか ?

意義を求めて、ものづくりのブランディン

リサーチをしていたところ、ゴミ箱の中か
ら、キラキラ光るチタンのカップを見つけ

東京都渋谷区 に ある
『ナガエプリュス』の 直営店

たんです。
CPO：ゴミ箱の中からですか ?

鶴本：数字で示すしかないですね。いいも
のを作るために最大限の努力をしていただ

CPO：すごいですね。それで職人さんの意

くには、売れるための仕掛けづくりやマー
ケティングをしっかりしなければなりませ

識が変わりましたか ?

ん。これは作ることと同じくらい重要だと

鶴本：はい。 熱などによって変色・変質し

思っています。

てしまったカップが、不良品ということで捨

鶴本：それまでは
「不良品を作らされている」

チタンのカップの例でいうと、商品そのも

てられていたんですよ。でも、それがとても

と思っていたのが、きちんと市場性を持っ

のは数年前に完成していて、展示会にも何

綺麗だったんです。熱を加えることで１つひ

た商品であるというふうに認識が変わりま

度も出展していました。でも、たくさんの

とつ違う表情が出せるということは、量産
可能な工業製品でありながら、工芸品のよ

した。

商品に埋もれてしまい、何年経っても全然
脚光を浴びなかった。ところが、私が出展

うに仕上げることが可能ということです。
そこで、このカップをその年の東京ギフト
ショーに出品しようと決め、
「ゴミ箱に捨て

きちんと結果を出して、商品の市場性を数
字で示すということは、ブランドディレク
ターとしての責任だと思っています。

したのは『アクティブクリエイターズ』とい
う、選ばれた人しか出展できないブースだっ
たんです。見せ方に関しても徹底的にマー

ケティングしたうえで出展しました。だから

セサリー商品としては難しいと

バイヤーさんの目に留まりやすかったんで
す。

されています。でも、柔らかい

CPO：バイヤーと商談するときに気をつけ
るべきことがあれば教えてください。

からこそあらゆるサイズにあわ
せて調整できますし、鋳造の
技術を活かしているというのも
ジャパンブランドとしての強み
だと思っています。

鶴本：チャンスがあればなんでも飛びつい
てしまうのは危険です。
「やらない」という

CPO：この商品はシリーズで

判断をするのも、ブランディングにおいて

どれくらい 売れたのでしょう

は非常に重要です。ブランドとして何をす

か?

べきかよりも、何をやらないか選ぶことの

トランプ大統領夫人への贈り物にも選ばれた錫製
のブレスレット『TIN BREATH』。非常に薄く柔ら
かいので、あらゆるサイズに合わせて調整できる

方がむしろ難しいんです。

鶴本：３年 間で 3 万 5 千 個、

そのブランドのマーケットをしっかり分析

約 1 億 2 千万円を売り上げて

し、誰に届けたいのか、だったらどこに置

います。

くべきかということをしっかり検討していく
べきです。

CPO：これほどの売り上げに繋がったきっ

を貫いています。
かけはなんだったのでしょうか。

『ナガエプリュス』では、高岡に脈々と受
け継がれている美を核に、伝統と先端を掛
け合わせることで今のライフスタイルを輝

CPO：チタンカップは実際、どれくらい売
れたのでしょうか ?

ボン、どれ１つ取っても、全てがコンセプト
に基づいた、ブレないブランドであること

鶴本：昨年トランプ大統領夫人へのプレゼ

かせるものを作っていきたいと思っていま

ントに選ばれたことは、大きなフックでし

す。そのブランドの核となるものや未来の

鶴本：ほぼ０から数億円まで伸びました。
新宿伊 勢 丹で手応えを感じ、翌年には海

た。それが報じられてからは品切れ状態が
続きました。

ビジョンを、言葉としてみんなで共有する
ことで、関わるみんなが社会に伝達していっ

外発 信を目指し、インテリアデザインと生

そういう動きがあるときは、すでにお取り

てくれるシステムを形作っていくんです。そ

活雑貨の国際展示会『メゾン・エ・オブジェ・

扱いいただいている販売店には事前にリー

のためにも、まずは揺るがないビジョンを

パリ』に出展して販路を広げていきました。

クして、あらかじめ在庫を確保していただ
くようにしています。販売店もチームなんで

持つことが重要です。

CPO：すごい行動力ですね。流通開発な

すよ。だから、販売店も含めてみんなが売

かに輝かせるかというところまで、一気通

どのノウハウは、いつ身につけられたんで

上や利益を上げられる、いい社会の循環を

貫してファシリテートできるという点が、ブ

すか ?

ものづくりブランドとして作っていきたいと

ランドディレクターとしての私の強みだと考
えています。

思っています。

コンセプト設計から、ユーザーの生活をい

鶴本：まったく知識はありませんでしたが、
アートのビジネスを15 年間やってきた経験
があったので、その勘を頼りに実戦で学ん

CPO：
『ナガエプリュス』の商品の販路はど
のようにして開拓されてきたのですか ?

できたんです。
「女の勘」なのかな。

CPO：今後の展望をお聞かせください。
鶴本 ：エルメスって、もともとは馬具メー

女性は生活の中で「こんなものがあったら

鶴本：販売店を考えるときは、販路を開拓

カーで、馬具製造で培った革加工の技術を

いいな」と常に考えている、生まれながら

することよりも、誰とビジネスするかという

のマーケターだと思うんですよ。一方男性
は、一流消費者なのではないかと。すでに

ことに重きを置いています。そのために自
分なりのマーケティングマップを作って、
『ナ

応用して、バッグの製造を始めたんです。
いまやエルメスは、メイド イン フランスの

あるものを批評したり、
「これすごくいいん

ガエプリュス』がどこのポジションを狙って

やテーブルウェアや家具まで作っています。

だよ」って勧めたりするのが男性は得意で

いくのかというのを視覚的に整理していま

それこそメイド イン フランスのチームです

しょう。そういう感 性は、ビジネスのうえ

す。また、売り場にしても、催事や展示会

よね。こうして、先端と伝統を掛け合わせ

でも活かせると思っています。

にしても、売れる時期に売れる場所に落と

ることで、エルメスというブランドが作られ

し込むという年間計画を立てています。

ていったんです。そういうことをメイド イ
ン ジャパンでできたらいいなって思ってい

CPO：目指すポジションを狙うために、具

ます。

CPO ： 今つけられているのは『ナガエプ
リュス』のブレスレットですね。

職人さんの技術で、バッグをはじめ装飾品

体的にはどのようなことをされているので
鶴本：
『T IN BREATH』です。
『株 式 会 社

しょうか ?

ナガエ 』の鋳造技術で作っています。錫は
すごく柔らかくて変形しやすいので、アク

CPO：まさに、日本のプラットフォームブラ
ンドですね。今日はありがとうございまし

鶴本：パッケージやロゴ、ラッピングのリ

た。

鶴本晶子（ 株式会社 ナガエプリュス 取締役ブランドディレクター 兼 COO ）
美大卒業後、ニューヨークと東京を拠点に、現代美術家コラボレーターとして活動 。2007 年から 2014 年まで『 SUS gallery 』ブランドマネージング＆クリエイティブディ
レクターとして、世界的に例を見ない真空チタンカップを生み出す。2015 年より富山県高岡市にある『 株式会社 ナガエ 』を母 体とする『 株式会社 ナガエプリュス 』の取締役
ブランドマネージャーに 就任 。メイド イン ジャパン のプラットフォームブランド 創造に邁進している。

CREATIVE PLATFORM OITA 報告会 のお知らせ
2019 年 2 月 21日
（木）
、22 日
（ 金 ）の ２ 日 間 にわたり、CREATIVE
PLATFORM OITA 報告会を開催します。
この報告会では、本事業を通じて生まれた商品やサービス等を展示・販
売するとともに、実際に協働した企業とクリエイターによるトークイベン
トを開催し、協働プロセスや手応えなどについて語っていただきます。
また、ゲストに『ロッテ キシリトールガム 』
『 明治おいしい 牛乳 』など
の商品デザインや、NHK 教育テレビ『 デザインあ 』の 総合指導を務 め
る佐藤 卓さんをお招きし、スペシャルトークイベントを開催します。
クリエイティブを活用した産業創出の事例と、その過程や成果が一堂に
会する本報告 会に、ぜひご来場ください。
開催日 = 2019 年 2月21日
（木）～ 22日
（金）
時 間 = 11: 00 ～18 : 00
会 場 = iic hiko 総合文化センター アトリウムプラザ
入場料 = 無料

『デザインの役割 価値とは何か 』
ゲスト = 佐藤 卓（ 株式会社 TSDO 代表 ）
開催日 = 2 019 年 2月 22日
（金）
時 間 = 16 : 00 ～ 17 : 00
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詳細な情報は公式 We bサイトをご覧ください

CREATIVE PLATFORM NEWS とは
大分県ではクリエイティブな手法による新たな

エイティビティを活用した事業に取り組む方々

EAT I VE PLATFORM OITA 』および Fa c e b

産業創出を目指し「クリエイティブ・ プラット

へのスペシャルインタビューをお届けいたしま

o ok 、tw i tter からもご 覧いただけます。

フォーム構築事業」を実施しています。本事業

す。また、本 紙でご紹 介する方々をゲストに

また 、メールマガジンにご 登 録 いただくと 、イ

は、大分県内の企業が有する技術やノウハウ

迎えるトークイベントや交 流会『 CREATIVE

ベント 情 報 の先行告知 や 先行予約 などの特

に 、クリエイティブな発想や考え方を組み入れ

PLATFORM CAFÉ 』
も定期 的に開 催してい

典のほか、事業の最新情報や会員だけが読め

ることによって、競争力の高い商品・サービス

ます。大 分のクリエイティブを刺激する情報の

るスペシャルコラムなどを無料でお届けいたし

の開発や、新規マーケットの創出に繋げること

発信・共有の場となるよう、毎回異なるテーマ

ます。

を目的としています。

や演出を予定しております。ぜひお誘い合わせ

※本紙は、交 流イベント『C REAT I VE PLAT FORM C

本 紙『 C REATIVE PLATFORM NE WS 』で

のうえご参加ください 。

AFÉ 』開催時 に参加者に 配布しています。

は、本事業の最新の情報と、全国各地でクリ

本 事 業 の 最 新 情 報は、公 式 We b サイト
『CR

メールマガジンへのご登録は公式 Web サイトから http://creativeoita. jp

本紙掲載情報およびイベント参加のお申し込み・お問い合わせ

NPO法人 BEPPU PROJECT（ 担当 クリエイティブ事業班）営業時間：月～ 金 9 : 00 -18 : 00 t el: 0977 - 22 - 3560

発行・編集 発行元：特定非営利活動法人 BEPPU PROJEC T 〒 874 - 0933 大分県別府市野口元町 2 - 35 菅建材ビル 2階 ur l : http :// www. beppuproject . com
発行人：山出淳也（ 特定非営利活動法人 BEPPU PROJECT 代表理事 ）
＊本紙は『 平成 30 年度クリエイティブ・プラットフォーム 構築 事業 』の 最新情報をお伝えする広報紙です。本事業はNPO 法人 BEPPU PROJECT が大分県から業務委託 を 受けて企画・運営しております。

