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場所を超えて、
作り手の想いにふれる
Local Craft Marketは、
「場所を超えて、作り⼿の想いにふれる」をコンセプトに掲げ、
オンライン上で開催されるクラフト・マーケットです。

⼈の⼿から⽣み出されるものやその産地がテクノロジーと出会ったとき、
まったくあたらしい体験が⽣まれる。

2020年5⽉に試験的に開催した第1回「Local Craft Market β」を経て、
私たちは確かな⼿ごたえを感じました。

誰もが場所を超えてつながりあえる。
そんな時代だからこそ、全国のローカルから挑戦する作り⼿と出逢える。
そして、その熱気やストーリーをまるごと直に、感じて欲しい。

そんな想いをたずさえて、
ものづくりのストーリーを愛する⼈たちと全国の作り⼿が出逢い、
知るよりも深く、訪れるよりも気軽な新しい関わり⽅をお届けしています。

⾃宅にいながら、全国を駆け巡り、
これまでのインターネットにはなかった作り⼿のリアルな温度や偶然の出逢いを
是⾮お楽しみください。



Local Craft Marketとは
どのような場か？

l仮想空間上に設置された対⾯式のオンラインスペースです。旅先で⾒つけた気になるお

店にふらっと⽴ち寄り、作り⼿と出会い、⼯房を⾒せてもらうような体験をオンライン

で味わうことができます

l出展しているお店は全国各地の魅⼒的なローカルブランドやプロジェクトばかりです

l商品・サービス・プロジェクトに込められたストーリーや地域の紹介、オフラインでは

⾒られないデモンストレーションや⼯房⾒学などが楽しめます
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足立区には樹脂加工をはじめ、金属、革、布、紙を原材料とする製造業の町工場が
たくさんあります。

その数、2000社。

いわば、その一つ一つが可能性のかたまりです。 磨き抜かれた技術で、日々、心
を込めた『ものづくり 』をしています。 熟練が深く刻まれた指、生き様を雄弁に
語る背中、未知に真摯に向き合う姿勢。 足立区の町工場にいるのは、そんな職人
ばかりです。

今、そうした職人たちとクリエイターが手を組んで、新しい世界を切り開こうとし
ています。

2010年より身近にある素材を解体集積させながら再構築したものづくりをしてき
た2人が、2018年から"身につける いぐさ"という服飾の視点で 藺草を紹介する活
動を行なっています。

熊本県八代地方。

幼少期から触れている藺草に目を止め、私達がこの地に生まれたからこそ、モノづ
くりをしていたからこそ関われた藺草の『かたち』を追求しています。

itiiti｜YATUSHIRO KUMAMOTO⾜⽴道具店｜ADACHI TOKYO



昔から高貴な方の衣装装束に用いられ、｢誇り｣や｢憧れ｣を象徴するものとし
て重宝されてきた京都の金銀糸。
その純金の糸でつくったアクセサリーのあたらしいかたち。
純金箔を用いて制作する金糸の「たば」の表情をシンプルに表現して「絲
tabane」（たばね）と名付けました。

もっと身近に佐波理おりんの音色を楽しんでほしいという想いから「LinNe」
を作りました。

佐波理おりんの音色は、懐かしい、落ち着く、すっきりする、染み込んでく
る、人によって感じ方はいろいろです。 そして一つ一つ音色が違います。

ぜひ日々の生活に LinNe の音色を取り入れて楽しんで見てください。 「佐波
理(さはり)」とは、銅と錫の合金で工房独自の配合と創業180年余りの伝統の
技術で一つ一つ手作りで作っています。

LinNe｜UJI KYOTO寺島保太良商店｜KYOTO



京都市北区上賀茂にある、写真家の米村俊茈による楮和紙で写真を表現した
和的美を追求するアートブランド【WASHIGRAPHY】と、オーダーメイド
手織りマフラー専門店の【コトノアトリエ】の合同アトリエショップをご紹
介します。

たとえば、
洗いざらしの白いシャツ、
角が折れるほどに読んだ本。
そこには華やかさはなくとも、ずっと持ち、
使い続けたい「用の美」が感じられます。

渋谷カバンが目指したのは、

そんなシンプルで普遍的なものづくりです。

渋⾕カバン｜NISHIAWAKURA OKAYAMAWASHIGRAPHY ＆ コトノアトリエ｜KYOTO



京都で五代にわたり、和傘を製造している老舗。茶道裏・表両千家御用達の
本式野点傘をはじめ、番傘、蛇の目傘、羽二重、舞傘等の製造卸販売を行っ
ています。

35年前から京染呉服製造卸業を営み、十数年前から山岳ガイド業を併業。一
昨年きもの染めの技術を応用し、他には無い自社オリジナル和柄と発色堅牢
度の高い染料を使用し、山でも街でも使えるおしゃれで高機能な手ぬぐい・
マフラーを創りました。諦めず挑戦することが信条で、色々なものづくりに
挑戦しています。

⽲⼝⽊丙｜KYOTO⽇吉屋｜KYOTO



2009年、神戸の垂水という小さな海辺の町でトランクデザインは始動しまし
た。 2011年より、二つの海と広大な山々に囲まれた兵庫県に根付く伝統地場
産業の素晴らしさを伝えるために展開を始めたブランド「Hyogo craft」をど
うぞご覧ください。

創業1914年。埼玉県羽生市で100余年、藍染め業を営んでおります。この地
域は「武州」とよばれ、古来より藍染めが盛んです。
我々のものづくりの大きな特徴は、藍の糸染め、機織り、裁断、縫製を自社
で行っているところです。主力商品は剣道に用いる剣道衣や袴ですが、その
技術を生かし一般向けに様々な藍の製品を提案しています。
ブランドは大きく2つ、「Bushu Process」と「喜之助紺屋」。藍の幅広いも
のづくりをお見せできればと思います。

野川染織⼯業｜HANYU SAITAMAHyogo craft｜ KOBE HYOGO



沖縄の伝統染織「紅型」染めの起源は、13世紀~14世紀頃で、琉球王朝ゆか
り伝統工芸品です。原料に顔料を使用し、工程に於いては、全て職人の手作
業により制作されます。
紅型工房「琉匠」では、伝統の技法を継承しつつ、紅型色彩の特徴である極
彩色の色合いは元より、全国の展示会に於い好評を博した、シックでで奥深
い色合いの作品を、工房の作品の特徴として、着物好きな各世代に親しまれ
る物作りを志しています。
また、展示会のイベントして「紅型教室」を開催して、体験を通して造詣を
深くしていただく取り組みも行っています。

広島県府中市にある松葉製作所は主に車のエンジン部品の鋳造用木型を製作
する個人事業所で約70年の歴史があります。木材を精密に加工する技術を応
用したガジェット向け木製品を開発し、自社ブランドの確立に励んでいま
す。

松葉製作所｜FUCHU HIROSHIMA紅型⼯房 - 琉匠｜OKINAWA



POTPURRIの語源はスウェーデン語で、「混ぜ合わせ」という意味になりま
す。

決して一人がモノづくりするわけではなく、様々な人の個性が集まり一つの
モノづくりをする。 そんな想いから名づけられています。

食器の製造や、イラストレーションの制作、店舗運営など活動していること
は別々でも、それぞれがアイデアや知恵を出し合い、モノの価値、新しく創
造するモノを、私たちなりに個性として発信しています。

HYAKUSHOとは、農家 × クリエイターの枠組みにより農と食に対する「消
費」「生産」「学び」「気づき」「コミュニケーション」など、信州の農家
さんを中心としたヒト・モノ・コトにコミットするクリエイター集団の会社
です。 それぞれの農家さんに合わせて課題の解決を目指し、また信州の農家
の良さを伝えていきたいと思っています。

今回ご紹介させていただくのは、自然農法をされているwith earthの大塚さん
です。私たちを包み込んで，育んでくれる地球（自然）に負荷をかける事な
く、自然のペースで育まれた動植物などを生活に取り入れることで、次の世
代や未来に産まれてくる大切な人たちに持続可能な社会と自然のバトンを繋
いでいく事ができると信じ，活動されています。そんな大塚さんの想いが詰
まった新米をご紹介させていただきます。

LinNe｜UJI KYOTOPOTPURRI｜TOKYO



瀬戸内海の生口島はレモンの生産高日本一の柑橘の香る島です。その島で合
同会社Remon.Labは柑橘を通じて人と人が繋がることができる、柑橘農家と
地域内外の人が「食」を通じて新しいことへチャレンジできる拠点づくりを
おこなっています。 事業内容は柑橘の直接販売、島のシェアキッチン運営、
柑橘商品の企画を行なっています。

北海道、福島県、滋賀県、沖縄県でその土地に根付いて一つ一つオーガニッ
クコスメをつくっている仲間たちの団体です。化粧品の成分へのこだわりは
もちろん、土地に根付く文化・伝統を大切にしています。

Social Cosmetics Union｜JAPANRemon.Lab｜IKUCHIISLAND HIROSHIMA



EVENT TIME TABLE

開催時間 出展者 プチイベント イベント内容

13:00-13:15 Local Craft Market オープニング・トーク

13:30-13:50 松葉製作所 集まれガジェット好き！

11日に発表されたばかりのキーボード向け新製品のご紹介と、iPhoneやAirPods用の木製

ケースなどガジェット向けに特化した木製品のご紹介や開発ストーリー、裏話などをお伝え

します

13:30-15:00 HYAKUSHO、with earth
with earthの無農薬田んぼと

塩尻市の山間からお届け

自然豊かな塩尻市の風景と自然農法に取り組んでいる田んぼの様子をお伝えします。収穫時

期は終わってしまっていますが、オフの時の様子など農家さんリアルタイムをお伝えします

13:30-13:45 トランクデザイン 暮らしの中でのお香の取り入れ方
日々のなかで香りをどのように使ったらいいか。

実際のシーンとセットでアイテムのご紹介をします。

14:00-14:30 POTPURRI 焼き物の作り方を知ろう！ POTPURRIの東京工房より、型に泥を流して焼き物ができるまでの工程を初公開します。

14:30-15:00 合同会社Remon.Lab レモン谷から島の柑橘模様をお届け
自然農で柑橘栽培をしてるレモン谷から柑橘生中継

レモンの皮から葉っぱまで余すことなくご紹介します

14:30-14:50 松葉製作所 集まれガジェット好き！

11日に発表されたばかりのキーボード向け新製品のご紹介と、iPhoneやAirPods用の木製

ケースなどガジェット向けに特化した木製品のご紹介や開発ストーリー、裏話などをお伝え

します

15:00-15:30 LinNe おりんの音色を楽しむために
いろいろなおりんの音色の視聴や鳴らし方をお伝えしながら、日々の中での楽しみ方や音色

の作り方などもご紹介します。

15:00-15:30 渋谷カバン おすすめのレザーワックス 日常でも簡単にできるレザーのメンテナンス方法を教えます。

15:15-15:45 合同会社Remon.Lab レモン谷から島の柑橘模様をお届け
自然農で柑橘栽培をしてるレモン谷から柑橘生中継

レモンの皮から葉っぱまで余すことなくご紹介します

15:30-15:50 松葉製作所 集まれガジェット好き！

11日に発表されたばかりのキーボード向け新製品のご紹介と、iPhoneやAirPods用の木製

ケースなどガジェット向けに特化した木製品のご紹介や開発ストーリー、裏話などをお伝え

します

15:30-16:00
WASHIGRAPHY

 ＆ コトノアトリエ

手仕事の時間

手織りカシミヤマフラー創作

カシミヤマフラーを織っている様子をご覧いただき、

どのようにしてマフラーが出来上がるのか実演をしながらお伝えします

時間未定 itiiti いぐさ畑から藺植えをご紹介！
イグサは今が「藺植え」の時期。ぬかるむ田んぼ、叔父が自ら改良したトラクターととも

に、リアルな藺植えをご紹介します。

16:45-17:00 Local Craft Market クロージング・トーク

作り手だからこそ知っている暮らしを彩る知恵が学べるワークショップや楽しいプチイベントを開催しています。

タイムテーブルを確認し、参加したいイベントがあれば、ブースを訪れてみましょう。



TRAVEL GUIDE
Loca l  C r a f t  Ma r k e tのあるき方



オンラインマーケットへの参加方法
■参加URL

https://live.remo.co/e/local-craft-market-4-1/register

1. 参加URLにアクセスし、右の画像の⾚枠をクリックして
⼊室してください

2. 本イベントではRemoを使⽤します。Remoを使うのは
初めて、不安、という⽅は「Remoのはじめかた」という
説明資料もご確認ください

＊チュートリアルが丁寧で少し時間がかかりますが、
会場まで後すこしです！

https://live.remo.co/e/local-craft-market-4-1/register


オンライン・マーケットの過ごし方
最初に１階のエントランス・フロアでス
タッフがLocal Craft Marketの歩き⽅を
レクチャーいたします

その後、２階の出展スペースにお出かけく
ださい！画⾯左の「Floor」から各階へ移
動できます。なお、フロア移動直後は、ラ
ンダムでいずれか出展者テーブルに配置さ
れますが、お⽬当ての出展者がいれば、気
楽にご移動ください。

出展者やLocal Craft Marketとのコラボ
レーションをご要望の⽅は、[コラボレー
ション相談]テーブルで承ります



Local Craft Marketでは、好きな出展者テーブ
ルを選択し、⾃由に移動して話ができます

【テーブル移動の仕⽅】

• 移動したいテーブルにカーソルを合わせてダブルクリック
したら移動できます

• ⼀度にテーブルに座れる⼈数はMAX６名です

• 出展者も多いので他のテーブルに移りたくなったら遠慮な
く移動してください

オンライン・マーケットの過ごし方



出展者とリアルタイムで
直接コミュニケーションができます

出展者は⼯房、作業場や店舗など、ローカル・クラフトの現場
から⽣中継をしながらLocal Craft Marketに参加します。当⽇
は商品説明だけでなく、商品に込められたストーリーや産地の
紹介、加⼯技術のデモンストレーションや⼯房⾒学など、普段
E C サイトや店舗に陳列されている商品を⾒るだけでは伝わら
ない、その熱気やストーリーを直に感じてください。

また、使⽤している素材や地域のこと、おすすめの使⽤⽅法な
ど、気になることがあれば、直接出展者に質問してみてくださ
い。

オンライン・マーケットの過ごし方



フロアマップを⽚⼿に、作り⼿との出会いを楽しむ
気になるアイテムや⾏ってみたいエリアを⼿がかりに、訪問先を選びながら作り⼿をめぐってみましょう。もし、⾏き先に迷った
ら、いつでもコンシェルジュ（道先案内⼈）に声をかけてください。きっと、おすすめの作り⼿を紹介してくれるはずです。

クラフト・ラバーズ・ツアーに参加し、みんなと⼀緒に作り⼿をめぐる
「作り⼿と会話するのは緊張する・・・」「⽬当ての作り⼿がいるわけじゃない・・・」そんな⽅は、ぜひ、クラフト・ラバー
ズ・ツアーに参加してみてください。３〜４⼈１組になりさまざまな作り⼿を⼀緒にめぐるこのツアーに参加すれば、もっと気軽
に作り⼿をめぐる旅を楽しんでいただけます。

ワークショップやプチイベントに参加する
「暮らしの中に⾹を取り⼊れる⽅法」や「⾃然農法のレモンを使った料理レシピ」など、作り⼿だからこそ知っている暮らしの知
恵が学べるワークショップや楽しいプチイベントを開催しています。オンライン会場でタイムテーブルを確認し、参加したいイベ
ントがあれば、ブースを訪れてみましょう。

いつかの旅の約束を交わす
話を聞いて共感できる作り⼿と出会えたら、今度は現地に訪れる約束を交わしてみましょう。この旅は、いつかの旅に向けた旅⽀
度をする旅。ガイドブックを頼りに訪れるのではなく、親しい作り⼿に出会う旅へと出かけてみませんか？

オンライン・マーケットの楽しみ方



Q．顔を出さなきゃいけないの？（カメラは必ずOnにしなくてはならないの？）
A．必ずしも出さなくてもOKです
顔を出していただけると出展者も声をかけやすいので、
気にならない⽅はカメラをOnにして参加してみてください

Q．話さなきゃいけないの？⾒ているだけではダメですか？
A．必ずしも話さなくてもOKです！思い思いの過ごし⽅でお楽しみください
直接お話しいただけると、もっと楽しんでいただけると思います

よくあるご質問と回答



Q．各テーブルでは何が⾒れるの？
A．テーブルによりますが、各テーブルでは商品を紹介したり、
普段のECサイトや店舗では⾒れない制作現場を⾒ることができます

Q．どうやったら買えるの？
A．商品を購⼊する⽅法は各テーブルで確認してください

Q．トラブルが起きたときは？
A．１階にあるテクニカルサポートテーブルへアクセスしてください

よくあるご質問と回答



推奨環境
PCからアクセスする場合の推奨環境
Macをお使いの場合
OS：10.14.4以上
ブラウザ：Chrome 77以上 ／ Firefox 76以上

Windowsをお使いの場合
OS：10
ブラウザ：Chrome 77以上 ／ Firefox 76以上
＊Internet Explorer / Microsoft Edgeは⾮推奨

タブレット・スマートフォンからアクセスする場合の推奨環境
iPhoneやiPadをお使いの場合
iOS：12.4.1+
ブラウザ：Safari 12.1以上

Android端末をお使いの場合
OS：7+
ブラウザ：Chrome 77以上



困ったときの対応⽅法
「イベント中にインターネット回線が落ちてしまった」
→ブラウザをリロードすれば同じ部屋に戻ってこれます

「カメラ、マイクがうまくつながらない（PC）」

あわてずに、以下の順番で確認してください

ü ブラウザをリロードしてもトラブルがなおらないか

ü Google chromeかFirefoxを使⽤しているか（Microsoft Edge/Internet Explorer/Safariは⾮推奨）

ü Google chrome/Firefoxのバージョンが最新か

ü 他にカメラ、マイクを利⽤しているアプリケーション（Zoomなど）、ブラウザがないか

ü Google chromeの⾃動翻訳機能がonになっていないか（onだとエラーが出やすい）

ü Google chromeの機能で「サイトをミュート」にしていないか

ü マイクがつながらない場合はイヤホンを抜き差ししてください



HAVE A NICE TRIP!


