
インバウンド事業を積極的に推進する株式会社アサツーディ・ケイは、日本各地域の地域資源である「ふる
さと名物」を海外及び国内に向けた情報発信を行うために、日本の様々な文化、製品に触れて頂く海外メディ
ア向けプレスツアーを開催しております。
今般、その模様をYouTubeに「Meet The FURUSATO」として公開いたしました。

本事業では、日本各地10ヶ所（※12月15日現在）へ、のべ53社の海外メディアを招聘いたしました。
地域に根ざした産業、伝統工芸、文化、観光資源を取材していただき、多くの海外メディアから情報発信されて
います。

さらに、そのツアー模様をYouTube内「Meet The FURUSATO」 ～海外メディアが見た日本のものづくり～とし
て、映像コンテンツ化しました。多くの映画、TVCM実績のある株式会社ロボットが制作を担当し、地域の産業
や観光資源等の魅力と、それに触れた海外メディアのインプレッションを「Meet the FURUSATO」で是非ご覧く
ださい。

ふるさと名物応援事業
海外メディア・ツアーが完了。
映像をYouTubeで公開中。

株式会社アサツーディ・ケイ

2015年12月15日

経済産業省補助事業「ふるさと名物応援事業（ふるさと名物発信等事業（海外情報発信事業））」

事業に関するお問合せ： プロジェクト開発本部 川田すなほ
sunahok@adk.jp

報道に関するお問合せ： コーポレート・コミュニケーション局 平尾 由利
Tel:03-6830-3855

【概要】
・タイトル： Meet The FURUSATO
・動画URL： https://www.youtube.com/channel/UC4nH-RuBMUQkcs13IeDhYiQ
・事業者： 株式会社アサツーディ・ケイ
・制作会社： 株式会社ロボット（http://www.robot.co.jp/）



【動画の紹介】

＜大阪・奈良ツアー＞ ～伝統工芸が織り成す日本の「美」を巡る～
世界遺産の地として知られる古都「奈良」と、東京とともに日本経済を支え続ける「大阪」の
世界を魅了する伝統工芸を巡るツアー。
・日本語URL：https://youtu.be/FinmieNFhdU
・英語URL：https://youtu.be/82MtKmKFSvE

＜富山・岐阜ツアー＞ ～海外から高評価の日本の伝統×モダン～
伝統工芸品の宝庫の中部地方。岐阜県を中心に富山、愛知も含めた伝統の技術を
モダンに表現する魅力的コンテンツを巡るツアー。
・日本語URL： https://youtu.be/f7BKpBTj20w
・英語URL： https://youtu.be/ly-fQx78NSQ

＜福島・宮城ツアー＞ ～日本が誇る、伝統工芸品の“漆器＝JAPAN“～
伝統工芸の技術が多く存在する東北地方。その中でも古くからの伝統を守りつつ、
新たな挑戦に挑み続ける新しいブランドや、工房などを巡るツアー。
・日本語URL： https://youtu.be/DCfJitrNILQ
・英語URL：https://youtu.be/pghI879kWS0

＜北海道ツアー＞ ～ものづくりの底ヂカラ～
雄大な自然や食といった魅力から年間を通して海外から人気の北海道。
ものづくりのまち、旭川を中心に北海道ならではの名物を巡るツアー。
・日本語URL：https://youtu.be/ggCQwVTXXPc
・英語URL：https://youtu.be/bK-I9nsfTK0

＜ミス・インターナショナル＞
2015ミス・インターナショナル世界大会 渋谷見学ツアー。
世界各国代表の総勢約70名が渋谷の街を散策。
・日本語、英語共通URL：https://youtu.be/afEBY4V0kC8

＜京都ツアー＞ ～歴史と革新のJAPANプロダクト～
京都に代々受け継がれる伝統工芸の技に、新しい世代（時代）の感性を取り込み産まれ
たMade in Japanのプロダクトを世界へ示すツアー。
・日本語URL：https://youtu.be/Vhs1hGThQ6g
・英語URL：https://youtu.be/H3KiC7iZEjM

※今後公開を予定しているツアー映像は、順次公開いたします。

【本事業に関する制作】

制作：株式会社ロボット
1986年設立。テレビCM、映画、ドラマ、モバイルコンテンツ、Webサイト、キャラクター開発、
アニメーション制作、グラフィックデザインなど、幅広い分野のエンタテインメント・コンテンツ
を企画制作するクリエイティブ・プロダクション。代表作として、映画『ALWAYS三丁目の夕
日』シリーズ、第81回アカデミー賞受賞作『つみきのいえ』などがある。

■会社概要
会社名：株式会社ロボット
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-9-7
URL：http://www.robot.co.jp/
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【大阪・奈良ツアー編】

TOWER KNIVES OSAKA http://towerknives.com/
山本「英」打刃物製作所 http://www.sakaihamono.com/
大阪錫器株式会社 http://osakasuzuki.co.jp/
METAPHYS https://metaphys.jp/
梅栄堂 http://www.baieido.co.jp/
三輪そうめん山本 http://www.miwayama.co.jp/
郡山金魚卸売センター http://www.city.yamatokoriyama.nara.j...
こちくや金魚すくい道場 http://www.kotikuya.sakura.ne.jp/
東大寺 http://www.todaiji.or.jp/
なら燈花会 http://www.toukae.jp/

大阪・奈良ツアー ～伝統工芸が織り成す日本の「美」を巡る～

世界遺産の地として知られる古都「奈良」と、東京とともに日本経済を支え続ける「大阪」の世界を魅了する

伝統工芸を巡るツアー。

中国「城市画報（City Zine）」
台湾「Living & Design住宅美学」
香港「飲食男女」

【参加海外メディア】

【取材先】

日本語URL：https://youtu.be/FinmieNFhdU
英語URL：https://youtu.be/82MtKmKFSvE

中国「CBN Weekly」
中国「人民日報」

https://youtu.be/FinmieNFhdU


【富山・岐阜ツアー編】

高岡市鋳物資料館 http://www.city.takaoka.toyama.jp/bunkazai/kanko/bunka/shisetsu/imono.html
KANAYA http://www.kanaya-t.jp/showroom.html
モメンタムファクトリー・Orii http://www.mf-orii.co.jp/
白川郷 http://www.shirakawa-go.gr.jp/
日進木工株式会社 http://www.nissin-mokkou.co.jp/
飛騨産業株式会社 http://kitutuki.co.jp/
舩坂酒造店 http://www.funasaka-shuzo.co.jp/
やすがわ商店街 http://yasugawa.com/
和紙専門店カミノシゴト http://kaminoshigoto.net/
家田紙工株式会社 http://www.iedashikou.com/
保木工房 http://hokikobo.biz/
大須商店街 http://www.osu.co.jp/

富山・岐阜ツアー ～海外から高評価の日本の伝統×モダン～

伝統工芸品の宝庫の中部地方。岐阜県を中心に富山、愛知も含めた伝統の技術をモダンに表現する
魅力的コンテンツを巡るツアー。

中国「VISION」
韓国「CASA LIVING」
オーストラリア「HOUSE & GARDEN」

【参加海外メディア】

【取材先】

日本語URL：https://youtu.be/f7BKpBTj20w
英語URL：https://youtu.be/ly-fQx78NSQ

台湾「中央通信社」
インドネシア「トリビューン・ニュース」

https://youtu.be/f7BKpBTj20w


【福島・宮城ツアー編】

浦霞醸造元 佐浦 http://www.urakasumi.com/
東北工芸製作所 http://www.t-kogei.co.jp/
坂本乙造商店 http://www.otozo.co.jp/index.html
BITOWA FROM AIZU http://bitowa-from-aizu.jp/japanese/top.html
関美工堂 http://www.b-prize.co.jp/
丸祐製作所 http://www.hechima.co.jp/~maruyu/index.html
漆工吉田 http://stac-hp.com/index.html
伝統工芸師 本田 充 氏 http://www.kougeishi.jp/kougeishi.php?kougeishi_id=505531
蒔絵工房てるい http://www33.tok2.com/home/teruikoubou/
大堀相馬焼窯元 松永窯 http://soma-yaki.com/
ほまれ酒造 http://www.aizuhomare.jp/
フルーティアふくしま(JR東日本) http://www.jr-sendai.com/fruitea

福島・宮城ツアー ～日本が誇る、伝統工芸品の“漆器＝JAPAN“～

伝統工芸の技術が多く存在する東北地方。その中でも古くからの伝統を守りつつ、
新たな挑戦に挑み続ける新しいブランドや、工房などを巡るツアー。

中国「城市画報(City Zine) 」
シンガポール「escape!」
アメリカ「Capital Press」

【参加海外メディア】

【取材先】

日本語URL：https://youtu.be/DCfJitrNILQ
英語URL： https://youtu.be/pghI879kWS0

https://youtu.be/DCfJitrNILQ


【北海道ツアー編】

旭川家具センター http://www.asahikawa-kagu.or.jp/
き花の杜 http://www.tsuboya.net/
カンディハウス http://www.condehouse.co.jp/
カージーカームワークス http://gauzycalm.com/
ソメスサドル http://www.somes.co.jp/
北菓楼 http://www.kitakaro.com/
ホリ http://www.e-hori.com/
水野染工場 http://www.hanten.jp/
良栄･PLAN http://www.ryofukuya.com/index.html
優佳良織工芸館 http://www.yukaraori.com/
ドリーミィーパーソン http://www.dreamyperson.com/
ササキ工芸 http://sasaki-kogei.com/
旭山動物園 http://www5.city.asahikawa.hokkaido.jp/asahiyamazoo/

北海道ツアー ～ものづくりの底ヂカラ～

雄大な自然や食といった魅力から年間を通して海外から人気の北海道。ものづくりのまち、
旭川を中心に北海道ならではの名物を巡るツアー。

台湾「ppaper」
中国「新華社通信」

【参加海外メディア】

【取材先】

日本語URL：https://youtu.be/ggCQwVTXXPc
英語URL：https://youtu.be/bK-I9nsfTK0

中国「CBN Weekly」
中国「光明日報」

https://youtu.be/ggCQwVTXXPc


【2015ミス・インターナショナル編】

SHIBUYA 109 http://www.shibuya109.jp/
TOKYU HANDS http://shibuya.tokyu-hands.co.jp/
Shibuya Hikarie http://www.hikarie.jp/

2015ミス・インターナショナル世界大会 渋谷見学ツアー

世界各国代表の総勢約70名が渋谷の街を散策。

【訪問先】

日本語、英語 共通URL：https://youtu.be/afEBY4V0kC8

https://youtu.be/afEBY4V0kC8


【京都ツアー編】

株式会社細尾 http://www.hosoo.co.jp/
株式会社開化堂 http://www.kaikado.jp/
株式会社公長齋小菅 http://www.kohchosai.co.jp/
小嶋商店 http://kojima-shouten.jp/
クロイ電機株式会社 http://www.kuroi.co.jp/index.html
近江屋株式会社 http://www.kyoto-omiya.co.jp/
株式会社日吉屋 http://wagasa.com/index_jp.html
PASS THE BATON 京都祇園店 http://www.pass-the-baton.com/
永観堂 http://www.eikando.or.jp/

京都ツアー ～歴史と革新のJAPANプロダクト～

京都に代々受け継がれる伝統工芸の技に、新しい世代（時代）の感性を取り込み産まれた
Made in Japanのプロダクトを世界へ示すツアー。

イギリス「wall paper」
イタリア「Marie Claire」
アメリカ「ポラリス」

【参加海外メディア】

【取材先】

日本語URL：https://youtu.be/Vhs1hGThQ6g
英語URL：https://youtu.be/H3KiC7iZEjM

中国「CBN Weekly」
中国「環球時報」
中国「中国日報」
中国「人民日報」

https://youtu.be/Vhs1hGThQ6g

