
滋賀県 商⼯観光労働部 モノづくり振興課

参画事業者 募集概要・申込⼿続きについて

地場産業事業者販路開拓応援事業



事業概要

滋賀県には⽇本⼈なら誰でも知っている「琵琶湖」があり、古くは奈良時代以前から現代に⾄るまで、交通の要所として、
また、産業の中⼼として豊かな歴史と⽂化を育んで来ました。近江商⼈の理念である「三⽅良し」は、誰か⼀⽅だけが得
をするのではなく⽣産者も流通業も、そしてお客様もすべての関係者がWin-Winの関係を⽬指す、素晴らしい理念に貫か
れています。これらの歴史的⽂化的背景の元で、彦根仏壇、近江上布、信楽焼など多くの伝統産業や地場産業が⽣まれ発
達して来ましたが、その多くは次第に時代のニーズからは離れて⾏き、年々減少傾向にあります。

そこで、滋賀県では、地場産業事業者販路開拓応援事業「BIWAKOTO X（ビワコト クロッシング）」を⽴ち上げ、滋賀県
の地場産業の技術を⽣かした市場調査やテストマーケティングの実施など、製造業者の資質向上に向けた海外販路開拓⽀
援を2019年より継続実施しています。
今年度の取組みは、欧⽶を中⼼とした先進国をターゲットとして商品改良・シリーズ展開を⾏い、コロナ禍による市場の
デジタル化に対応すべく、オンライン／オフラインの両⾯から海外市場への情報発信・販路開拓⽀援を⾏います。
商品の改良・シリーズ展開にあたっては、海外⼈材を起⽤し、オンライン会議アプリケーション等を⽤いて打合せを実施
します。また海外販路開拓の場として、世界最⼤の職⼈⼯房紹介ポータルサイト「Meisterstrasse（マイスターストラー
セ）」での情報発信と、「Masters in Residence」（テストマーケティングイベント@オーストリア）等へ出展し海外販路
開拓を図ります。

滋賀の地場産業の活性化に対し、積極的に取り組む姿勢のある県内の地場産業事業者のご応募をお待ちしております。
滋賀県商⼯観光労働部モノづくり振興課

事業ウェブサイト https://www.biwakoto-x.com
委 託 先 株式会社TCI研究所 事業期間 令和４年３⽉15⽇まで
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今年度（2021年現在〜2022年3⽉15⽇）ご⽀援内容
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本事業の拡⼤と商品ラインナップの拡
充、コロナ禍による市場のデジタル化
に対応すべく、世界最⼤の地場産業オ
ンラインショールーム
「Meisterstrasse（マイスタースト
ラーセ）」に出店し、越境EC展開を⽬
指しつつ、昨年度コロナ禍で展⽰を⾒
送ったオーストリアの展⽰会
「Masters in Residence（マスターズ
インレジデンス）」への出展を図りま
す。商品のブラッシュアップ・シリー
ズ展開を⾏い、オンライン／オフライ
ンの両⾯から、欧州市場への情報発
信・販路開拓と、事業者の⾃⽴的発展
を伴⾛⽀援します。

① 事業プロデューサー⼯房訪問
参画事業者の事業詳細・強み・弱みの確認
オンラインショールームMeisterstrasse出展
事業者ごとに海外市場調査実施、販路開拓戦略検討

②販路開拓アドバイザーオンライン⼯房訪問
既存商品ラインナップ・価格帯の確認、
どの商材が海外市場で受け⼊れられやすいか選定アドバイス

③海外デザインアドバイザー オンライン⼯房訪問
①②から得た事前情報をもとに事業者の特徴・強み
について理解を深めた上で、既存商品改良アドバイス

④ 参画事業者による既存商品の改良
①〜③のアドバイスをもとに各社独⾃に改良を⾏う
随時プロデューサーより進捗確認・アドバイス

⑤オーストリアでのテストマーケティング出展準備
広報資料作成作業（写真撮影含む）、営業⽅針アドバイス

⑥オーストリアでテストマーケティング出展

⑦オンライン・オフラインのテストマーケティング等での
評価や結果フィードバック、
事業者ごとに将来的な新商品開発・販路開拓アドバイス
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※⑥がコロナ禍などの理由で中⽌された場
合は、Meisterstrasseと連携しオンライン
商談会へ出展振替予定。



■事業プロデューサー

■海外市場デザインアドバイザー

■海外市場販路開拓アドバイザー

株式会社TCI研究所 代表 ／ 株式会社 ⽇吉屋 代表取締役
⻄堀 耕太郎
京和傘の⽼舗⽇吉屋の代表でありながら、和傘の技術を活かしたデザイン商品を開発し、国内外のデザイン
市場に展開している。その実績を元に新商品開発や販路開拓を⽀援する会社としてTCI研究所を設⽴。⾃⾝の
経験から得たノウハウやネットワークを他の中⼩企業にも適⽤できるよう、メソッド化した事業を多数展開
中である。https://www.tci-lab.com

Garnier & Linker (ガルニエ＆リンカー)
Guillaume GarnierとFlorent Linkerにより設⽴されたパリの家具デザインスタジオ。
⾃社開発製品（主に家具・照明器具・インテリアオブジェ）は、現在欧⽶のギャラリーを通して販売してお
り、「Japan Collection」として⽇本の職⼈とコラボレーションした商品コレクションを⽴ち上げ、⾃社EC
サイトでの販売を予定している。⾃社ショールーム、⾃社ECの他、インテリアプロダクト商材の⾃社販路も
有する。http://www.garnieretlinker.com

伴⾛⽀援メンバー紹介
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Christoph & Nicola Rath (クリストフ＆⼆コラ ラース)
Christoph Rath ・Nicole Rath夫妻（オーストリアのガラス⾷器製造（伝統⼯芸品）の⽼舗企業
「LOBMEYER社」創業者⼀族）は、欧州の伝統⼯芸の衰退を憂慮し、どうすれば産業復興に繋げられるのか
を試⾏錯誤する中で、20年以上前に「Meisterstrasse(マイスターストラーセ)」と名付けられた職⼈専⾨の
オンラインポータルサイトを開設し、グループ会社（Meisterstrasse OG）を設⽴。海外テストマーケティ
ング予定先の「Masters in Residence(マスターズ・イン・レジデンス)」も両⽒の主催。



海外販路開拓① オンラインショールーム「マイスターストラーセ」出店
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・1999 年にRath夫妻（本事業販路開拓アドバ
イザー）が設⽴した、⾷や⼯芸の職⼈⼯房を紹
介する世界最⼤のオンラインショールーム

・現在の参加⼯房は世界約5,000 社。⼯芸品、
宝飾品、⾷品、⾐料、インテリア、素材等の幅
広い分野で職⼈（Meister マイスター）が「⼿
作り」している商品を紹介

・年間480 万アクセス

・約10,000 件の優良顧客ネットワーク
⼯芸に興味を持つ富裕層（本事業のターゲット
層）とのネットワークを保有

・現在MS サイト上にEC 機能は無く、利⽤者
がサイトで事業者の情報を閲覧後、利⽤者と事
業者が直接やりとりして商品の購⼊を⾏ってい
るが、2021年度より越境EC 機能を実装予定。

Meisterstrasse（マイスターストラーセ）とは



海外販路開拓① オンラインショールーム「マイスターストラーセ」出店
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・Meisterstrasse（オンラインショールーム）
に参画事業者様３社を出店することにより、
主に欧州の⼯芸に興味を持つ本事業ターゲット
層に確実に⼯房の情報を届けることが可能

・Meisterstrasse側が現在整備中（今年度実装
予定）の越境ECへの出展可能性あり（EC出展
にはバイヤー選定プロセスあり）

・本サイト閲覧者から英語などで問合せが⼊っ
た場合、TCI研究所にて応対をサポートし、営
業フォロー⽀援を実施

詳しくはこちらのサイトをご覧ください：
https://ms-je.com

Meisterstrasse（マイスターストラーセ）出店 過年度事業者出店例：



海外販路開拓② テストマーケティング「マスターズインレジデンス」出店
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欧州でのテストマーケティングとして、オーストリアの「 Masters in Residence 」 への出展を調整中。
当イベントは、Rath 夫妻（本事業販路開拓アドバイザー）が運営しており、⾼い集客⼒のあるスキーリゾート
（富裕層が冬場レジャーとして来訪）において、例年12⽉から4⽉にかけ、欧州の職⼈・⼯房が⼊れ替わりなが
ら⼯芸品や⾷品の実演販売を実施。2年前には2019年12⽉〜翌4⽉までの5か⽉間で、約6,000万円の売上実績を
上げており、リピーターも多く⼗分な集客⼒があるイベントです。

【テストマーケティング概要】
・展⽰会名： Masters in Residence （マスターズ・イン・レジデンス）
・主 催： 「LOBMEYR ロブマイヤー」の創業⼀族である Christoph & Nicola Rath
・⽇ 時：2022年2⽉上旬にて1週間参加予定

※本展⽰会⾃体は、2021年12⽉より2022年4⽉まで5か⽉間開催
・会 場：Lech Zürs (オーストリアの⾼級スキーリゾートホテル）
・特記事項：事務局が展⽰会会場でのアテンド・通訳対応を想定。

コロナ終息の場合は事業者様も渡欧。ただし渡航費は事業者様ご負担となります。

【広報施策】
集客のため、 テストマーケティングを⾏う「 Masters in Residence 」のイベント公式カタログに、
本事業の展⽰商品・事業者等の情報が掲載されるよう⼿配します。
カタログは展⽰会場を内包するスキーリゾートにあるホテルの全客室に配布予定で、
宿泊客は海外富裕層が中⼼となっており⾃社製品のファン層拡⼤に貢献が期待できます。



海外販路開拓② テストマーケティング「マスターズインレジデンス」出店
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「 Masters in Residence 」過去実施画像

※今年度事業での出展可否は、2022年1⽉初旬の新型コロナウイルス感染拡⼤の状況により判断します。



海外販路開拓（オプション）オンライン・テストマーケティング
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オンライン・オープンファクトリー（OOF）アンケート結果

2 - 実施内容：マイスターツーリズムPR 11

・実演シーンが非常に人気。
・実演～最終製品まで製造できる職人には
　商品を購入したいと言う意見多数。
・コロナ後の観光需要とともに
　EC販路拡大の道筋も見えた。
・Meisterstrasse と今後も継続して
　イベント実施予定。

コロナ禍の影響により前⾴の「マスターズインレジデンス」が中⽌された場合は、 Meisterstrasseと連携し、
オンラインテストマーケティング実施へ振替予定です。

【オンライン・テストマーケティング概要】
①オンラインでの⼯房ツアー

参画事業者が⾃社⼯房などからオンライン会議ツール「Zoom」などを
利⽤してオンラインに接続し、⼯房⾵景・制作⼯程を映像を通して海外の顧客へ紹介。
②越境EC
Meisterstrasseが運営する越境ECサイトは現在構築中で今年度中に完成予定。
①に参加する海外顧客は映像を通して技術や素材、製品の背景について理解を深めることで購買意欲を促進。
①②を組み合わせたBtoCテストマーケティングイベント(オンライン）を実施。
ターゲット客層：Meisterstrasseが既に持つ１万件の優良顧客ネットワークに対して広報し来場を促します。

【過去実施類似イベントについて】
TCI研究所とMeisterstrasseとの連携で類似
イベントを過去に試験的に実施しています。
職⼈の実演をライブ映像で⾒ることによる
購買意欲の増進や、コロナ後に実際に来⽇し
⼯房を訪問したいと⾔う意⾒が多数を占め、
EC販売効果もあり、海外販路開拓に⾮常に
有効な⼿段であることが実証できています。

実際に⼯房訪問してみたいと感じましたか？このようなイベントにまた参加したいですか？



プロジェクト実施スケジュール

09

時期 内容

7⽉6⽇ 参画事業者様公募開始

7⽉27⽇・29⽇ 参画事業者応募締切（27⽇）、参加事業者⾯談・選考（29⽇）

8⽉5〜6⽇ 8/5 第⼀回キックオフミーティング（全社会議）
8/5〜6 プロデューサー⼯房訪問・個別⾯談・欧州市場調査

8⽉中 オンラインショールーム「Meisterstrasse(マイスターストラーセ)」⼯房紹介情報掲載

8末〜9頭 海外市場販路開拓アドバイザー・海外市場デザインアドバイザー個別⾯談

9⽉中旬 デザインアドバイザーより商品改良案提⽰

9〜11⽉ 商品改良・試作・サンプル作成・材料費および製作費⾒積り

11⽉中旬 プロデューサーより商品価格アドバイス、ウェブサイト・SNS更新準備

12⽉ 商品改良・試作継続〜完成

12⽉下旬 広報⽤⼯房写真・サンプル品撮影、テストマーケティング⽤広報物への掲載

1⽉初旬 ウェブサイト改修完成・テストマーケティングに向けた情報発信

1⽉中旬 テストマーケティングに向けた全体会議（商品プレゼンレッスン）

2⽉中旬 オーストリア「Masters in Residence」テストマーケティング（リアル）出展

2⽉下旬 展⽰会振り返り各社個別⾯談

3⽉初旬 事業完了報告書提出

※上記予定は変更の可能性もあります。変更される場合は都度ご報告いたします。



参画事業者様の費⽤ご負担について
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■事業者負担費⽤

参画料⾦は必要ありませんが、以下に関しては
参画事業者負担となります。

・商品開発に係る材料費・製作費（外注費⽤含む）
・商品開発に係る輸送費（サンプル輸送など）
・海外テストマーケティングに係る商品の輸送費
・海外テストマーケティング参加に係る交通費

（渡航は必須ではありません）
・その他左記「プロジェクトに含まれる費⽤」に
含まれない経費全般

■プロジェクトに含まれる費⽤・内容

①事業プロデューサー⼯房訪問
参画事業者の事業詳細・強み・弱みの確認
オンラインショールームMeisterstrasse出展
事業者ごとに海外市場調査実施、販路開拓戦略検討

②販路開拓アドバイザー オンライン⼯房訪問
既存商品ラインナップ・価格帯の確認、
海外市場で受け⼊れられやすい商材選定アドバイス

③海外デザインアドバイザー オンライン⼯房訪問
①②から得た事前情報をもとに事業者の特徴・強み
について理解を深めた上で、既存商品改良アドバイス

④オーストリアでのテストマーケティング出展に向けた
参画事業者全社共有の広報資料作成（印刷物）・
事業ウェブサイト・SNSでの情報発信

⑤オーストリアでテストマーケティング出展
⑥テストマーケティング等での評価や結果

フィードバック、事業者ごとに将来的な新商品開発・
販路開拓のアドバイス



参画事業者様募集について

■参画事業者の募集および選考⽅法
・本事業趣旨に賛同し、特に海外向けへの新規マーケットへの商品開発・販路開拓に⾼い関⼼があり、滋賀の地
場産業の活性化に対し積極的に取り組む姿勢のある滋賀県内の地場産業事業者を募集します。
・各参画候補事業者の素材や技術、経営⽅針などを調査・検討したうえで、事業者間のバランスも考慮しながら、
本プロジェクトの⽬的・戦略、および商品開発⽅針に最も適する事業者（3社）を選考・決定します。
※本事業の開発コンセプトにあわない場合は、参画をお断りする場合がありますので、ご了承ください。

■参加資格・条件
・滋賀県指定の地場産業事業者で、本プロジェクトのコンセプトに賛同し、熱意をもって取り組んでいただける⽅。
・参画事業者等で構成する全体会議（年間3回程度）に参加いただきます。
・商談件数や売り上げ等、本事業参画にかかる成果ヒアリング（実施年度以降も含む）に回答していただきます。

■留意事項
・参加にあたっては、別途定める覚書を締結していただきます。
・共同開発にあたっては、関係者間で役割分担や権利等に関する契約を別途結んでいただきます。
・本事業は改良商品の海外での販売をお約束するものではありません。事業プロデューサー・海外市場アドバイ
ザー・デザインアドバイザー兼バイヤーは、アドバイスをする⽴場で事業に関わり海外販路開拓の⽀援を⾏います。
事業終了後の海外向け販売は各バイヤーと参画事業者とで独⾃に取り組んでいただくことになります。

募集期間：7⽉6⽇(⽕)〜7⽉27⽇(⽕) 16時
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■お申し込み⽅法
別紙応募⽤紙をご記⼊のうえ、 7⽉27⽇(⽕) 16時までに、ファックス、メール、郵送または持参にて
下記までご提出ください。応募者多数の場合、個別⾯談前に書類選考を⾏います。
〒520-8577 滋賀県⼤津市京町四丁⽬１番１号 滋賀県 商⼯観光労働部モノづくり振興課 宛

ＴＥＬ：077-528-3790    FAX:077-528-4876  e-mail :fd00@pref.shiga.lg.jp

■選考のための個別⾯談⽇ (1社あたり20分程度）
⽇ 時：2021年7⽉29⽇(⽊) （時間は後⽇調整のご連絡を差し上げます） 場 所：滋賀県庁

■第１回全体会議キックオフミーティング＋事業プロデューサー個別⾯談
採択された⽅を対象にキックオフミーティングと、その後、
事業プロデューサーとの個別⾯談を、各社⼯房へ伺って⾏います。採択された⽅は必ずご参加ください。
・キックオフ ⽇時：2021年8⽉5⽇(⽊) 場所：滋賀県庁
・個別⾯談 ⽇時： 2021年8⽉5⽇(⽊)キックオフ後〜6⽇(⾦) 場所：各社⼯房

■海外市場販路開拓アドバイザー・海外市場デザインアドバイザー個別⾯談
海外市場アドバイザーたちとの個別⾯談をオンラインで⾏います。採択された⽅は必ずご参加ください。
⽇ 時：2021年8⽉末〜9⽉頭（⽇時詳細は追って事務局よりお知らせします） 場 所：オンライン

参画事業者様募集について
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事業運営委託先：株式会社TCI研究所について

13

株式会社 T C I 研究所は、⽼舗京和傘⼯房「⽇吉屋」代表の⻄堀
耕太郎が2012年に設⽴した研究所です。弊所の出発点である⽇吉屋
は、京都に⼀軒のみ残る和傘⼯房です。⻄堀はグローバル・⽼舗ベ
ンチャー企業を⽬指し「伝統は⾰新の連続）Tradition is 
Continuing Innovation）」を理念に、和傘製造の伝統技術を活かし
たデザインプロダクト（照明器具など）を開発し、世界15カ国以上
に展開し、現在の売上は継承当時に⽐較して50倍以上、社員数は5
倍超に成⻑しました。

このノウハウ・ネットワークを同じように海外展開を⽬指す事業
者様にも提供し、広く伝統産業振興に貢献べく、弊所のアドバイザ
リー事業では、現地ニーズにマッチした「新商品企画・開発」、
「バイヤー向け展⽰商談会」の開催や世界的な「⾒本市出展」、そ
の「アフターフォロー」に⾄るまでの⼀貫したサポートをきめ細か
に⾏っており、設⽴から今⽇まで延べ500社以上の伝統⼯芸関連事
業者様の伴⾛⽀援を⾏ってまいりました

⻄堀⾃⾝が培った、伝統⼯芸従事・国内外の⼩売店舗経営・バイ
ヤー向け商談会実施業務など幅広い経験を⽣かした、ターゲット市
場を深く理解した上での、ハンズオンの商品開発⽀援・販路開拓⽀
援を得意としております。
⽇吉屋 www.wagasa.com / TCI研究所 www.tci-lab.com

http://www.wagasa.com/
http://www.tci-lab.com/


TCI研究所の過去類似業務実績①：Biwakoto X (ビワコト クロッシング）

「地場産業事業者販路開拓応援事業業務」（滋賀県より受託）2019〜20年度

２年間にわたり、各年、滋賀県の３つの伝統産業関連の中⼩企業と、１名のフランス⼈デザイナーとをマッチン
グし、欧州市場向けの商品開発アドバイスを⾏い商品を改良⽀援。2019年度はパリ市内のギャラリーで展⽰会・
テストマーケティングを開催し、2020年度は東京ギフトショーにて開発商品の展⽰と販路開拓のための商談をサ
ポートした。

https://www.biwakoto-x.com

2019〜20年度総⽀援企業数
のべ6社
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2017、2019年度総⽀援企業数
全14社

「LED×藍」製品開発⽀援・発信業務（とくしま産業振興機構より受託） 2017年度、2019年度
「藍の源流」徳島から、魅⼒を世界へ届けるプロダクトをあなたに。』をテーマに、地域資源である「LED」、
「⽊⼯」そして「⾦属」を活⽤し、海外デザイナーと共に世界の⽇常に溶け込むプロダクト製作を⽀援。2017年
度は８社の事業所と1名のドイツ⼈デザイナーとをマッチングし商品開発、2019年度は６社の事業所と仏⼈デザイ
ンアドバイザー・⽇本⼈デザイナーを起⽤し、商品開発・販路開拓をサポート。

https://www.blue2tokushima.com

15

TCI研究所の過去類似業務実績①：Blue2 Tokushima



「神⼾レザー」新ブランド育成⽀援事業 企画・運営・販路開拓⽀援業務（ジェイアール東⽇本企画より受託）2019〜20年度
世界的に知名度の⾼い神⼾⽜の副産物である⽪⾰を活⽤した新規ブランドの⽴ち上げ〜販路開拓⽀援。通常は⽜⾁以外は
廃棄される神⼾⽜だが、廃棄物削減（サスティナビリティ）・⽣き物の命を⼤切にする（「いただきます」という
⽇本特有の感謝の精神性）という２つの切り⼝でブランディングし、レザー製品の⾼付加価値化を図るプロジェクト。
フランスでの販路開拓のためブランディング⽀援〜商品開発、販路開拓までを⼀貫してサポート。

https://kobeleather.or.jp

2019〜2020年度総⽀援企業数
のべ12社（全６社）
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TCI研究所の過去類似業務実績③：神⼾レザーブランド育成事業



「Inspiration of Kyoto」事業企画・運営・販路開拓⽀援業務（京都中央信⽤⾦庫より受託）2019〜20年度
2年間にわたり京都府下ののべ25社の伝統産業関連の中⼩企業と、3組のフランス⼈デザイナーとをマッチングし、
商品開発を⾏った上で、パリ及び⽇本国内で展⽰会を開催。主にインテリア向け商材を開発しデザインディレク
ションを⼀⼈のデザイナーに⼀任することで全体的な統⼀感を持たせ、複数事業者が参加した事業ではあったが、
１つのブランドとして商材開発・PR⽀援を⾏った。販路開拓⽀援も国内外で⾏っており個⼈宅の特注家具やホテ
ル案件での納⼊が決まるなど、⼿厚い営業フォローを⾏い案件成約に結びつけている。

https://i-o-k.jp

2019〜2020年度総⽀援企業数
のべ25社（全19社）
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TCI研究所の過去類似業務実績④：Inspiration of Kyoto


