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HASEKURA2.0
@会津実行委員会について

東日本大震災によって、このさき日本が解決を

迫られる様々な課題を、同時に突きつけられた

課題先進地「東北」。この地域では、多様な社会

課題に新しいアイデアを結集し、乗り越えてい

こうとする無数のイノベーティブなビジネス

やコミュニティ活動の種が誕生しています。本

委員会は、欧州の地域と東北地域をつなげるこ

とを通じて、双方が必要な知恵や技術を学び、

「ソーシャル・イノベーション」を育み、人々の

暮らしにより良い影響を与える持続可能な取

り組みに発展させていくための「ビジネス交流

プログラム」です。

土地の自然や風土、文化を大切にする地域密着

型のツーリズム「レスポンシブル・ツーリズム」

や、会津木綿や漆塗り等の土地の技を活かした

工芸のあり方や、現代のライフスタイルにあっ

たデザイン開発、消費者と生産者をつなぐ新た

な食文化及び農業の可能性、住民コミュニティ

が生まれる共有空間づくりや、持続可能な再生

エネルギーの活用など、社会を構成する重要な

テーマを設定し、取り組んでいます。

会津地域は、定住人口の減少によるまち

の活力低下や高齢化、産業における後継

者不足等から、約400年もの歴史を持つ漆

器関連や清酒等の地場産業もかつての勢

いを失っています。東日本大震災によっ

て、こうした課題にいっそう拍車のかか

る一方で、伝統野菜をはじめとする独特

の食文化や、漆塗りや会津木綿等の優れ

た伝統工芸など、豊かな自然や歴史に裏

付けられた地域でもあり、こうした地域

の独自性を再編集し、持続的なイノベー

ションを生み出せる拠としていきます。

会津のBRIEF STORY

地域資源や長い年月を継承されてきた伝統の技や知恵をもと

に生み出された商品・サービスの背景にある“物語”をヨーロッ

パ各国に伝えることを大切にします。

日本と欧州の事業者同士あるいはプログラムに参加した事

業者間の恊働・創発による新たなイノベーションを興すこ

とを目指します。

同じ規模、同じ立場、同様の地域課題に立ち向かう事業者等の

地域を越えた継続的な関係性を構築します。

伝統ベースのイノベーション

持続可能な経済開発

インターローカル化
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HASEKURA１年間の歩み

平成2 7年度に福島県「地域創生総合

支援事業（サポート事業）」を実施。 「エコ

ツーリズム」、「工芸＆デザイン」、「食文化

と食育」、「スマートコミュニティ」の４つ

のテーマを設けて、地域リーダー、社会

的事業に取り組む地域事業者、自治体

同士のネットワークを構築する研究会を

開催しました。このページでは、 1年間

の取組をご紹介します。

2015年8月：研究会（第1回）

2015年９月：研究会（第2回）

2016年2月：報告会



福島県会津地方に伝わる会津木綿を中心に、地域

に伝わる素材や技術を、現代の生活になじむよう

に少しだけデザインした服飾小物と雑貨を届け

ています。  きっかけは東日本大震災。あの日失わ

れた多くのもの、それをひっくり返すぐらいの新

しい価値や喜びを生み出していこうという願い

を込めて、3.11をさかさまにしたIIEというブラン

ドが生まれました。 

現在では仮設住宅居住者を始め、地元作家さんや

縫製工場、障がい者授産施設にご協力を頂き、地

域のものつくりの力を結集して、商品の生産をし

ています。  生まれ育った土地で、自分らしく幸せ

に生きてゆける、そして、次の世代が生まれてき

てよかったと思える社会を創りたい―。 

そんな想いを実現すべく、作る人、使う人、そし

て自分たち、ブランドに縁のあるすべての人

に、幸せの輪が広がる“ものつくり”の形を目指

しています。

さらに2015年以降は、会津坂下町で30年前まで

続いていた伝統産業会津青木木綿の復活に取り

組んでいます。かって会津坂下町の青木地区

は、会津木綿の最も栄えていた地域で住民の多

くが木綿関係の仕事に従事。もともと、川の氾

濫に悩まされていた同地区では、水害に強い作

物として藍が注目され、染めが盛んになり、そ

こから染め屋が織りを担うようになり、木綿産

業が発達してきました。その後、化学繊維の登

場とともに衰退し、30年前にその幕を閉じてし

まっています。

そんな一度途絶えた伝統産業を復活させるべ

く、廃工場の織機を譲り受け修理と技術継承の

取り組みを進めています。今後は、この会津青木

木綿の復活を通して、地域活性化に貢献してい

くのがIIEの取り組みです。

会津木綿を通した
次の世代へ継なぐものづくり。

幻の伝統産業
会津青木木綿。

株式会社IIE 代表取締役。1986年会津坂下

町生まれ。2011年3月早稲田大学大学院卒

業。2011年末にIIE活動開始し、2013年3月株

式会社化。2014年福島復興塾グランプリ、

ふくしまベンチャーアワード銀賞 受賞

谷津 拓郎 代表取締役

IIE
株式会社IIE

【事業内容】
会津木綿商品の企画、生産、販売

福島県河沼郡会津坂下町
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ものづくりに込められた
日本の美を伝えたい。

約400年の歴史を誇る
真綿という素材と技術を未来へ。

かつて、大切な人のことを思いながら紡ぎ、糸を

染め、織るという手しごとは、女性の日々の暮ら

しにある一場面でした。かけられた手間や込めら

れた思い。日本の美は見えにくい。なぜなら、それ

は感じるものだから。大量生産で同じモノがあふ

れる時代にあるいまだからこそ、伝えたいことが

あります。

「誰かを思いながら作る幸せ」、そして「その幸せ

を支えてきた、福島の真綿」の存在。

もともと福島には全国屈指の養蚕・真綿作りや絹

織物の伝統と技術がありました。しかし今では、地

元でも知らない人が多く、福島に根付いた技術や

文化が失われようとしています。福島の真綿を使

い、草木で染め、手で紡ぎ、織る。工房おりをりは、

全ての工程をこの地で完結させることで真綿と絹

織物の伝統技術、それにまつわる福島の文化を残

すべく作品製作や展示などに取り組んでいます。

工房おりをりでは、大人から子どもまで気軽に

「織物」の世界を体験してほしいとの思いから、

福島ゆかりの素材である「真綿」を使ったワーク

ショップなども開催しています。

福島の養蚕の歴史は古く、特に真綿は現在も福

島の女性が 400年代々受け継いで手作りしてい

ます。さらに最近では、髪の毛の約6分の1という

細さの絹糸で織られた空気のような軽さの

「フェアリー・フェザー」という絹織物が開発さ

れ、世界的にも絹の里として注目されています。

古くから受け継がれた伝統と進化し続ける素晴

らしい技術をもう一度見直し、伝統産業を活性

化していきた。そのために継承したい技術のひ

とつが、真綿から糸を紡いで出来る「手紡ぎ糸」

です。工房おりをりは、伝統を引き継ぐとともに

雇用を生み出し、復興の原動力となることを目

指しています。

福島県内の専門学校で和裁・洋裁を専攻、

卒業後21歳より山形県米沢市の新田かつ

氏に織物を学ぶ。2001年より福島市にて工

房おりをりを開設し、織物・紡ぎ・草木染

め・羊毛クラフトなどの講習や作品販売を

行う。2010年、古民家を改修した染織工房

おりをりを開き、職人育成・技術継承など

に幅広く取り組んでいる。

鈴木 美佐子 主宰

工房おりをり
工房おりをり

【事業内容】
機織、草木染め、羊毛クラフト
製作や教室運営

福島県福島市南沢又字舘ノ内88
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生まれ育った大船渡から世界に発信できるもの

を創りたい。大船渡や三陸を世界中の人に知って

ほしい。そんな想いで2013年5月に岩手県大船渡

市で始まったのがThree Peaksです。三陸沿岸地

域に「ワイン」という新しい文化を創ることでワ

インを通じた国際都市との交流、雇用の創出な

ど、三陸沿岸地域の発展に繋げていくことを目指

しています。また三陸をアメリカのナパバレーの

ようなワインの産地にするために沿岸のぶどう

農家や新しくワイン造りをはじめる人をつなぐ

三陸リアスバレー構想を始めています。

現在は、シャルドネ、ソーヴィニヨンブラン、テン

プラニーリョなどの醸造用ぶどうを栽培してい

るほか、近隣の陸前高田市米崎町ではりんごの栽

培も手がけています。米崎町のりんごは120年以

上の歴史があります。ワインとともにシードルの

製造も行うことで岩手県内で最も古いりんごの

文化を少しでも守りたいと考えています。

大船渡市はスペインのパロス・デ・ラ・フロンテラ

市と姉妹都市関係にあり、またリアス海岸という

地形はスペインのガリシア州の海岸が語源となっ

ていることなど、昔からスペインとの関係がある

地域です。ガリシア州では古くからワインづくり

が行われており、スペインで最も高貴な白ワイン

用品種と評されるアルバリーニョの産地です。三

陸沿岸のリアス海岸エリアとスペインのガリシア

のリアス海岸エリアをつなぎ、食やワイン、文化の

交流を行っていきたいと考えています。

今後、Three Peaksでは植樹や収穫などの農業体

験だけではない新しい形の体験型ファームステ

イを行い、3peaksの仲間を増やし、顧客とより深

く・長くつきあっていきたいと考えています。

120年以上も続く陸前高田市のりんご栽培を守

りながらも、未来の子どもたちに誇れる事業と

して、三陸から世界に発信する100年続くワイン

文化づくりの挑戦が始まっています。

三陸に100年続く新しい文化を創造
子どもたちに夢を描ける環境を創る

リアス海岸のネットワークを
活かした新しいファームステイ
「3peakers」を提案

1979年4月27日岩手県大船渡船市出身。東

日本大震災以降、公益財団法人東日本大震

災復興支援財団で被災した東北のこども

たちの支援に携わる。その後、2013年5月か

ら大船渡にスリーピークス を高ち上げ、ぶ

どう栽培、りんご園の運営を始める。

及川　武宏 代表

スリーピークス

【事業内容】
ぶどう・りんごの栽培及び
ワインの醸造

岩手県大船渡市盛町字沢川16-24
株式会社スリーピークス
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430年以上も続く伝統技術である「会津塗」。その

産地である福島県会津若松市で、伝統を現代のラ

イフスタイルに合わせたものづくりに取り組ん

でいるのが関美工堂です。

日本の伝統素材である漆を使った産業が縮小し、

つみ重ねられてきた会津塗の技術も急速に失わ

れつつある。こうしたなか、大腸菌やブドウ球菌

を死滅させるほどの殺菌作用もあり、強酸にも強

アルカリにも耐性がある。金属や樹脂程ではない

にしても壊れにくい。天然の素材にもかかわら

ず、これだけ優れた特性を持つ漆をアウトドアで

使えるように生み出されたのが「NODATE Mug

（ノダテマグ）」シリーズでした。

NODATE Mugは、会津塗の伝統工芸士と若手職人

が、１つ１つ丁寧につくりあげた多目的に使える

マグカップです。漆でコーティングされた木は保

温性に優れているため、アウトドア用のマグカッ

プとしてうってつけの素材。土に埋めれば自然に

還る環境にも優しい商品です。

同様に、一家団欒の象徴でもあった「ちゃぶ台」

を、アウトドアテーブルように、軽さにこだわ

り、漆で仕上げたのが「NODATE Chabu」。ここに

も日本人が古くから固有の素材として使ってき

た漆が生きています。

現代のライフスタイルに合うように伝統素材

を取り込み、自然と生活になじむようなもの

づくりこそ、伝統文化を守ることや、それを支

え続けている職人を活かすこと、そしてモノ

づくりの地域コミュニティを活かすことに繋

がっていく。

世界に出しても胸を張れる「メイド・イン・会津」

の製品を、地域が持つ力で生み出すこと。そし

て、地域の魅力を伝え、製品が生まれた場所を訪

ねたくなって会津に来る。関美工堂は、そんな価

値づくりを目指しています。

和のスタイルのアウトドア。
伝統の素材と技を活かす。

地域の技や受け継がれてきた素材。
会津の良さを伝えるために。

昭和42年12月８日生まれ。会津若松市出

身。宇宙開発事業団を経て、2003年に父親

の経営する株式会社関美工堂に入社、

2007年より代表取締役社長として就任。

伝統技術である会津塗を現代のライフス

タイルに合わせた製品を開発して国内外

に発信している。

関 昌邦 代表取締役社長

関美工堂

【事業内容】
インテリア小物、漆製品等の
企画製作

福島県会津若松市天寧寺町7-38
株式会社 関美工堂
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つむぎやは、「地域に眠る資源に手を添えてカタ

チにし、それをさしだす人・うけとる人、双方の人

生がより豊かになるような仕事をつくりたい」と

いう想いで2011年10月に設立した団体です。

設立当初から関わっている宮城県石巻市・牡鹿

半島では、“鹿”を資源とした手仕事をつくる

「OCICA」プロジェクトを展開しています。

東日本大震災による津波で住民たちが失ったの

は、家や船だけでなく、日々の仕事、ひいては地

域の関わりの機会でした。わずかながらでも収

入をもたらし、各々の役割としての仕事をつく

ること。そして、みんなが集まる場を基点とした

コミュニティづくりをめざして2011年秋にプロ

ジェクトははじまりました。

現在は、牧浜の女性たちとの「地元の鹿角と漁網

の補修糸をつかったアクセサリー」、鮎川浜の障

害者福祉サービス事業所の方々との「鹿革ペン

ケース」をプロデュースしています。

代表の友廣が、震災以前より「ムラアカリをゆ

く」と題して訪れた日本全国70以上の農村漁村

で生まれた関係を軸に、現在では東北をはじ

め、全国各地で地域資源を活かした場づくり・

モノづくりを展開しています。

秋田県大潟村・五城目を中心に、酒米が種から

日本酒になるまでの過程を通して皆がつながる

「農家がつくる日本酒プロジェクト」（商品開発／

場作り）や、東北からアジアにつながるドアをひ

らく国際交流プログラム「DOOR to ASIA」（国際

交流基金とともに企画／運営）、震災後に生まれたも

のづくりの背景を紹介するWEBメディア「東北

マニュファクチュールストーリー」（運営）、事務

所のある東京都墨田区での食育推進事業（企画／

デザイン）など活動は多岐に渡ります。

「誰のための事業か」その人たちのことを第一

に考え、外部からも多くの力をお借りすること

で大小様々な事業を生み出していきます。

地域に眠る資源を活かした、
コミュニティ再生の支援。

さまざまな地域の人と、
ご縁をつむぐ。

1984年大阪府生まれ。大学卒業後、「ムラ

アカリをゆく」と題した日本全国70以上

の農山漁村を訪ねる旅を通じて、各地の

暮らしや仕事について学ぶ。震災後、宮城

県石巻市で活動開始。現在は東北をはじ

め、全国各地で地元の人たちと場づくり

からモノづくりまで行う。主に事業のプ

ランニング・ディレクション等を担当。

友廣 裕一 代表理事

つむぎや

【事業内容】
地域の未活用資源を活かした
運営／プロデュース

東京都墨田区
一般社団法人つむぎや

05
PROJECT



奇跡の一本松で知られる岩手県陸前高田市。東

日本大震災で大きな津波被害を受けたこの地

で、KUMIKI PROJECTははじまりました。

活動当初は、国産杉のブロックをつみ上げて、地

元住民とともにセルフビルでの集会所づくりを

つくることから。つくることを楽しみ、人と人が

力を合わせながら、繋がっていく喜びを感じた

ことが「暮らしをつくる人を増やす」という活動

テーマに繋がっていきました。

現在は、東京に家具や部屋をDIYで作りあげるス

キルを教える暮らしのDIYがっこう「KUMIK I  

WASEDA」を立ち上げ、買うのではなく、自分で

つくることにより、手間を愛着に変え、長く使え

る家具や道具に囲まれたライフスタイルを提案

しています。

震災後に立ち上がった会社だからこそ、伝えて

いきたいことがある。それは「豊かさの量では

なく、質を掘り下げたい」という思いです。

厳しい自然環境の中で暮らしてきた東北をはじ

め、日本の地域では、取れた食べ物を近隣で分

かち合う「おすそわけ」の精神など、お金を介さ

ず、人と人のつながりが生活の安心感につな

がってきました。

こうした豊かで安心できる「人と人」、「人と自

然とのつながり」をもう一度取り戻したい。買

うだけでなく、自らの手でつくることで素材に

触れ、知恵を出しながら、そして誰かと力を合

わせてつくれるものがある。

また、つくるスキルを教える学校事業だけにと

どまらず、より多くの人が自分で手で暮らしを

つくることができるよう、全国の材木屋と連携

しながら、住まいの空間を簡単につくれるキッ

ト型の床「みんなでつくる広葉樹の床タイル」

も展開しています。

「一緒につくろう」が
あふれる社会を目指して。

人と人、人と自然をつなぐ。
質の豊かな暮らしをつくるために。

東日本大震災以降、岩手県陸前高田市で

起業。地元の木材を活かした住宅キット

の開発「KUMIKI PROJECT」をスタートさ

せる。現在は、暮らしのD I Yがっこう

「KUMIKI WASEDA」を東京・早稲田にオー

プン。国産材を素材に「暮らしをつくる人

をふやすこと」に取り組んでいる。

桑原 憂貴 代表取締役

KUMIKI 
PROJECT

【事業内容】
家具から部屋作りまで教える
DIY教室の運営

岩手県陸前高田市竹駒町字仲の沢17-1
株式会社 紬
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箱根山テラスは、2014年の秋に「木と人をいか

す」をテーマに陸前高田にオープンした宿泊・

滞在施設。

建物の壁は地元材・気仙杉で覆われ、床材も岩

手県産材。カフェ、バーではペレットストーブ

の火が訪れる人を暖かく迎えます。

施設のどこにいても光や風が自然の心地良さを

運ぶように設計されたシンプルで小さな宿泊施

設では、地域の木質資源を活用し、持続可能な地

域社会の基盤づくりを目標に掲げています。

特に木質バイオマスの普及を通じて、「エネル

ギーの経済循環」「自然の循環」「人の循環」を実

現することを目指しており、地元の人に愛され

る施設でありながらも、地域外から訪れる人と

も交流できる場所となりつつあります。

広田湾を一望できる緑豊かなウッドデッキで

ティータイムを満喫する人をはじめ、ビジネス

ユースの泊まり客や長期滞在者など、地域内外

から多様な人々が訪れる場になりつつある箱根

山テラス。

一方で市街を見渡せば、今なお、東日本大震災

からの復旧・復興工事が続いている。こうした

状況の中であえて「被災地」や「復興」という

キーワードではなく、地域資源を生かした持続

可能な事業のデザインを目指しています。

また、施設内に併設されたワークショップルー

ムを活用し、大学や企業に対する研修宿泊先と

しての提案や、近隣施設とも連携したものづく

りのワークショップなども計画されています。

木質バイオマスエネルギーの普及を核に、持続

可能な地域社会のモデル作りを行い、やがては

過疎化や林業の衰退などの悩みを持つ全国の地

域に展開させていくことも考えられています。

木と人をいかす宿泊・滞在施設。
持続可能な地域社会の基盤づくり。

持続可能なビジネスで
地域発展の道筋を示したい。

岩手県陸前高田市横田町出身。震災以

降、エネルギーとそれに伴う経済の地域

内循環の重要性を強く感じ、本業の建設

業と並行して、木質バイオマスによる地

域熱供給事業を推進してきたが、平成26

年春、新たに「箱根山テラス」のプロジェ

クトの責任者に就任。家族は妻と子4人、

母親と一緒に実家で暮らしている。

長谷川 順一 代表取締役

箱根山テラス

【事業内容】
地域資源を生かした宿泊・サービス業

岩手県陸前高田市小友町字茗荷1-232
株式会社箱根山テラス
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福島県の会津地域において、伝統野菜の栽培に

取り組んでいるのが「人と種をつなぐ会津伝統

野菜」の会長を務める長谷川純一さん。小菊南瓜

(こぎくかぼちゃ)、余蒔胡瓜(あいづよまききゅうり)と呼

ばれる会津伝統野菜を作っています。

現代の野菜のほとんどは、扱いやすいように品

種改良されています。特に高度経済成長期に日

本では全国的に在来種の野菜からの転換が図ら

れていった過去があります。例えば、昭和20年代

までは生産されていた余蒔胡瓜も、その後は生

産が途絶えていました。伝統野菜は、一般的な野

菜と形状や見た目があまりにも違うため、「購入

されにくい」から。

そんな中で長谷川純一さんは、70年もの間、つく

られていなかった余蒔胡瓜(あいづよまききゅうり)

を復活させました。「自分の世代で伝統野菜を途

絶えさせることは絶対にしたくない」と思った

ことをきっかけに、会津の伝統野菜の栽培に取

り組んでいます。

伝統野菜は種を買う事が出来ないため、育てた

野菜から種を採種して残し、次の年に植える必

要があります。それでも大変な作業を続けるの

は、「生産を続けることは会津の食文化を守るこ

とでもある」という想いから。

地域の味を残すため、自らも伝統野菜を作り

ながら、会津伝統野菜を地域内外に広める活

動を続けてきました。最近では、地元の高校生

たちとも、伝統野菜を拡げる動きが加速して

います。最初は、会津にも伝統野菜があること

を知らなかったと言う生徒たち。一緒に、種に

触れてもらい、栽培し、販売活動まで行うこと

で、会津伝統野菜の発信力は着実に高まって

きています。

いつか子どもたちが大人になった時、故郷の味

を覚えておいてもらいたい。それが故郷とのつ

ながりや、会津に住む人々のつながりを感じる

ことにつながるはず。そんな想いで、今日も長

谷川純一さんは会津伝統野菜を育てています。

伝統野菜を後世に伝えるために
人と種をつなぎたい。

高校生とともに拡げる
地域における人々のつながり。

1970年福島県会津若松市生まれ。福島

県立会津工業高校、機械科卒。父の他界

に伴い福島県農業短期大学卒。就農。会

津農書を語り継ぐ会会長。400年程続く

会津伝統野菜を栽培しながら、学校給

食を通じて子供たちに食育についての

授業などにも取り組む。

代表長谷川 純一 

人と種をつなぐ
会津伝統野菜

【事業内容】
会津伝統野菜の生産・販売

福島県会津若松市門田町大字飯寺字村東152
人と種をつなぐ会津伝統野菜
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目を使わず生きる方々の特別な感性と、高い技

術を持つ会津漆器の職人たちの技が融合し、優

しいかたちと心地よい手触りが評判の漆器「め

ぐる」。漆器本来の良さを真っ直ぐに引き出し

た、三つ組のお椀です。

一番小さなお椀は子ども椀として使い始めら

れ、成長と共に使う器が増え、飯椀・汁椀・菜盛り

椀として人生に寄り添います。

漆器の良さは、塗り直しができること。お直し

は、産地の若手職人たちが引き受けることで、使

い手も、作り手も、世代を超えて繋がる器になっ

ています。

開発にあたっては、目を使わず生きる方々が、手

先や唇の繊細な感覚を発揮し「究極の心地よさ

と使いやすさ」をアドバイス。それを会津の職人

たちの匠の技がかたちにしました。両者が対話

を積み重ねながら、約1年半をかけてじっくり誕

生した器です。

漆器は、樹齢100年程の木材を用い、 15年以上か

けて育てた漆の樹液を幾層にも塗り重ねて完成

します。丁寧に作る作り手が生み出すものは、長

く使い続けて味わいを増していくもの。

漆は、強い酸やアルカリ、アルコールにも強く、

抗菌作用もある素材。日本の漆は透明度が高く、

非常に硬く仕上がる性質があるため、いい漆で

塗った漆器は、美しい肌になるだけでなく、年月

を重ね使い込むことで、漆本来の艶と透明感を

増していきます。

しかし、こうした日本産の漆は現在僅か2%。国産漆

を守るため、商品に国産漆を使用するだけでなく、

購入時に漆の木の植栽活動に寄付がされる仕組み

にしています。そうして、漆器の使い手たちと一緒

に育てていくウルシノキから採られた漆で、めぐ

るは将来の塗り直しをお受けする仕組みです。

「めぐる」は、みんなでいいものを守り育てる循

環を作ることを目指しています。

親から子へ、そして孫へ
いのちが巡るように旅をする器。

日本の漆を次世代に繋ぐために
作り手と使い手を繋ぎ直す。

1980年福島県福島市生まれ。大学卒業

後、会津若松市にIターン。城下町会津

に残る伝統工芸の作り手たちを応援し

たいと、2005年、株式会社明天を設立。

2 0 1 3年より、会津漆器の工房と連携

し、作り手（職人）と使い手（消費者）を

繋ぐ新たな取り組み「テマヒマうつわ

旅」を展開。2015年に約4年間の準備期

間を経て「めぐる」を発売開始。

代表取締役貝沼 航 

めぐる

【事業内容】
漆器の企画・販売・プロモーション

福島県会津若松市新横町4-16-201
株式会社明天
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"Any  su ffic ien t l y  advanced techno logy  i s  

indistinguishable from magic  (優れたテクノロ

ジーは魔法と区別がつかない)."

-Arthur C. Clarke

「2001年宇宙の旅」の著者でも知られるArthur 

C. Clarke の言葉です。現在のコンピュータや

ネットワークの進化、そしてそこで発生してい

る新しいデジタル・カルチャーを予言するかの

様な言葉です。人々に夢を与えたディズニーの

様に、魔法の様なデジタル・カルチャーを創り出

すのがEyes, JAPANの使命です。

「Eyes, JAPAN」 は、日本で最初のコンピュータ・

サイエンスの単科大学、会津大学の元事務局通

訳翻訳員と現役の学生たちで1995年9月に設立

されました。

自転車で放射線など都市の各種環境データを収

集し、オープンデータ化するスマートシティプ

ロジェクト「FUKUSHIMA Wheel」は、復興庁の企

業間連携プロジェクトにも選ばれ、ドイツで開

催された「MEDICA 2013」でもプレゼンテー ショ

ンを行い、大きな反響を得た取り組みです。

また、8月には、OWASP JAPAN主催の「Hardening 

One Remix」で学生を含むチームで初参加で優

勝、10月にシリコンバレーで行われたHealth 2.0

の「Health 2.0 2013 Developer Challenge World 

Cup」では、WHOのオープンデータの可視化で

ハッカソンの世界大会で優勝をするなど、ス

マートシティやHealth2.0の領域で注目される存

在となっています。

人々に夢を与える魔法のような
デジタル・カルチャーを創る。

スマートシティプロジェクト
FUKUSHIMA Wheel

1968年、福島県会津若松市生まれ。95

年に大学生と会津大学発のベンチャー

企業として「あいづ・ジャパン」を創業。

以来、ウェブサイトの構築のみならず、

「Hea l th2 .0」「Government  2 .0」「ITに

よる地域活性」など、先進的なプロジェ

クトを多数手掛ける。

代表取締役山寺 純 

Eyes, JAPAN

【事業内容】
各種メディア、ソフトウェア、
アプリケーション等の開発

福島県会津若松市東栄町9-15 NTT東栄町ビル
株式会社 Eyes, JAPAN
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