
1 

観光地域づくり「７つの挑戦」 
脳のパラボラ力×心のズーム力を鍛えてブリッジパーソンに！	 

Tokyo Downtown Cool 
youtube.com/tdcsumida 
 

すみだモダン/地域ブランド	
s u m i d a - b r a n d . j p	

	

 

社 ） 墨 田 区 観 光 協 会	
v i s i t - s u m i d a . j p	

	

東京商工会議所 観光委員／墨田支部 IT分科会長 
一般社団法人 墨田区観光協会 理事 
観光地域づくりプラットフォーム推進機構　理事 
新日本フィルハーモニー交響楽団　評議員 
墨田区文化振興財団　評議員 
久米繊維工業株式会社　代表取締役　久 米  信 行 
nobu.kume@nifty.com　　http://kume.keikai.topblog.jp/ 
 
	

すみだ一押しBIZ MAP	
sumida- ich iosh i .com/	
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東京スカイツリー 
完成までに 
何ができるか？ 
最初で最後の 
街おこしチャンス	
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世界ブランド 
北斎の聖地で 
何ができるか？ 
内外に向けた 
商品＆イベントと 
ネット発信 
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街歩き観光が 
大人気の中で 
何ができるか？ 
地元民も楽しむ 
飲み食い買い物	

店舗の充実 
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地元企業が 
うるおい 
住む人が 
誇りを持てる 
真の観光を！	
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震災と大空襲で２度焼け野原→ヨソモノ・ワカモノ・バカモノ 
ガラスのうさぎ的世界なのに、あっけらかん 
無国籍なビル（本所） vs.  昭和の路地裏（向島） 
高級マンションの隣りに、パイプを切る鉄工所 
クイーンズ伊勢丹とダイソー、丸井と魚久が同居 
お洒落な和カフェの隣り＞靴下屋の隣り＞ムーミンの店 
スカイツリー×ソラマチ　vs. 町工場×キラキラ橘商店街 
路地裏に入ると、タモリ倶楽部 or ブラタモリ的個店 
新日本フィル×オフィス街と 場外馬券売り場×ラブホ街 

東京に残る「カオス」の町「墨田区」	



自 己 紹 介	

Google    「久米信行」 検索 
twitter    @nobukume 
facebook    nobukume 
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みなさんのネット活用度＆知情意チェック１６	
本日、社名や私の名前で事前にネット検索しましたか? 
私の会社のWEBサイトや紹介記事を読みましたか? 
私の個人ブログや連載コラムを読みましたか? 
私のTwitterやYouTubeを見つけてフォローしましたか？ 
私の著書やTシャツを買ってレビューを書いて持参しましたか? 
私の好きな映画・本・音楽・好物を知っていますか? 
毎回、一番前の席で講演やセミナーを聴講しますか? 
毎回、1つは質問をしますか? 
毎回、講師と名刺交換をしますか? 
毎回、今日の感想などをTwitterやブログに書いていますか? 
毎回、お礼状やお礼メールを書いていますか 
講師のメルマガやブログを登録して読み続けますか? 
時には、コメント・トラックバックや感想返信メールを書きますか? 
また、ネットで告知された講演やイベントに参加しますか? 
私がTwitterでフォローしている人をフォローして返信しますか？ 
いつか、会社に会いに行きたいと思いますか? 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Watcher/20071030/285935/ 
	

事
前
準
備	

直
後	

ー
	

当
日	



２人の社員が日本中の蔵元と 
墨田区の達人たちを動かした	

9 
https://www.facebook.com/sumidawazasake 
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ICT（とりわけクラウドサービス）は 
いつでも誰でも使えるタダの道具 
使う人の「知情意」の力で決まる 

１に　自ら情報受発信を愉しむ意思 
２に　一期一会の出会いを愛でる情 
３に　必要な知恵を得る達人との縁  
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日経パソコン「焦点」07/11/08 

ググって 
ウィキして 
会いに行け	

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20071119/287473/ 
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日経BPスマートフォン2011春 

会ったら 
スマホで 
縁結べ 
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クラウド活用の「はじめまして」メール例	
題名： 「和綿プロジェクト」と、貴社の環境方針に感動しました！ 
久米繊維工業株式会社 
代表取締役　久米 信行様 
はじめまして！　私は、渋谷　太郎と申します。 
地球に優しい商品を世に広める仕事をライフワークにしております。 
　http://www... 
久米様が○月○日のブログとYouTubeで紹介された「和綿プロジェクト」と 
貴社サイトの環境方針にある「オーガニックコットン普及」のお話に 
深く感銘を受け、共感いたしました。 
そこで、突然で失礼とは存じますが、お礼メールを差し上げました。 
素晴らしいお話の数々を、本当にありがとうございました。 
早速、久米様のTwitterやメールマガジンもフォロー・登録いたしました。 
ご著書とTシャツもamazonで購入しレビューも書かせていただきました。 
もし、お許しをいただけますようでしたら、 
私が個人的に発行しておりますメールマガジンとＷＥＢ日記などで 
久米様のプロジェクトと関連サイトをご紹介させて頂きたいのです。 
きっと、多くの方が、私と同じように、感銘を受けることと存じます。 
　http://www.... 
誠に勝手なお願いではありますが、よろしくお願い申し上げます。 

（以下、電子署名）	
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名刺交換からスマホdeデータ交換へ 	
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観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 

久米 信行　nobu.kume@nifty.com　http://kume.keikai.topblog.jp/ 
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みなさんの地元知識＆愛着度チェック１６	
市販のガイド本で、どんな紹介をされているか知ってますか？ 
観光協会等のガイド本で　　　　〃　　　　　〃　　　　　　　　　？ 
観光協会等のホームページを見たことがありますか？ 
インターネットで、地元について検索したことがありますか？ 
食べログなどで、紹介されている店を知っていますか？ 
地元名物のメルマガやソーシャルメディアを愛読していますか？ 
地元の名所は、すべて行ったことがありますか？ 
地元で生産している銘品と、生産・販売者を知っていますか？ 
地元の美味しい店は、すべて味わったことがありますか？ 
なるべく地元の製品を、地元で買うようにしていますか？ 
地元の製品を愛用して、身につけて、人に語りますか？ 
お土産ものやお使いものには、地元の銘品を贈りますか？ 
ガイドには出ていない、とっておきのスポットがありますか？ 
お客様に、とっておきのスポットを積極的にガイドしますか？ 
地元のイベントや地域活動に積極的に参加していますか？ 
地元の素晴らしい点を、ネットで積極的に発信していますか？ 
 
 
 

地
元
知
識	

愛
着
度	



脳のパラボラ力　アルマ望遠鏡のごとく	

17 
http://alma.mtk.nao.ac.jp/j/aboutalma/outline/00.html 
	



心のズーム力　ハッブル望遠鏡のごとく	

18 

http://www.nationalgeographic.co.jp/science/space/space-exploration/
hubble.html 
	



脳のパラボラ力 
× 

心のズーム力 
= 

幸福力 
（≒地域活性化力） 



現在→１年後なりたい自分マップ	
ライフワーク：仕事	

ライフワーク：NPO	

ライフワーク：個人	
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個　人	 仕　事	

得
意
分
野

そ
の
他

私 



現在→１年後なりたい自分マップ	
ライフワーク：仕事	 日本でこそ作りえるTシャツを世界へ。未来の子供たちへ	

ライフワーク：NPO	 ソーシャルメディアで、個人、中小企業、NPO、地域を元気に	

ライフワーク：個人	 大切な人たちが語り継いでくれる大人の童話・絵本・音楽づくり	
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個　人	 仕　事	

得
意
分
野

そ
の
他

久米 
信行 

Tシャツ
メーカー 
経営者	

日本発 
ものづくり 

提言	

東商墨田 
IT分科 
会長 

明治大学 
商学部 
講師	

日本財団 
CANPAN 

理事 

社会貢献 
支援財団 

理事	

墨田区 
観光協会 

理事	

新日本 
フィル 
評議員	

日本ホビ-
協会 

広報委員 

墨田区文
化振興財
団評議員	

雲と 
電線の 
写真家	

Facebook 
一日一曲 

DJ 

ビジネス 
書籍雑誌 
執筆家	

ネットコミ 
ベンチャー 
社外役員	

大人の 
童話作家	

大人の	
作曲家 

食べる 
しあわせ 
クラブ 

観光 
地域づくり 
PF理事	

日下ス
クール 
門下 

大地の 
芸術祭 
フラム塾	



フロンティアすみだ塾に学ぼう	

墨田区役所が主宰 
毎年10人の後継者を育成 
元一橋大学 関教授が塾長 
月１回ずつ週末に学ぶ 
地元先輩経営者も講師 
全国の関塾とも交流 
10年で100人近い卒業生 
昨今のプロジェクトの中心に 

22 
http://blog.canpan.info/ft-sumida/ 
	



小布施ッションに学ぼう	

セーラさんが発案 
毎月ゾロ目の日に開催 
毎月ゲスト講師 
産学官民NPOなど合流 
ヨソモノワカモノバカモノ参加 
蔵を改造したサロンで開催 
懇親会と泊まりがけの議論 
発案したらその場で進める 

23 
http://www.obusession.com/ 
	



観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 
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私をこき使ってください　 
【墨田区関連の仕事】	

社）墨田区観光協会　理事 
東京商工会議所墨田支部 IT分科会長 
墨田区文化振興財団　評議員 
新日本フィルハーモニー交響楽団　評議員 
本所消防懇話会　副会長 
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私をこき使ってください　 
【観光関連の仕事】	

東京商工会議所観光委員 兼 観光専門委員 
観光地域づくりプラットフォーム推進機構理事 
（JTB清水さん　エルダー大社さん　オンパク鶴田さんたちと） 

小布施、八戸、気仙沼、神山の街おこし 
砂浜美術館、大地の芸術祭 
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私をこき使ってください　 
【NPO＆CSR支援の仕事】	

日本財団 CANPANセンター　理事 
（ブログ大賞審査委員長 ドキュメンタリー動画祭審査委員） 

社会貢献支援財団 理事 
明治大学商学部　ブログ起業論講師 
（経営者会報×毎日RT×CANPANブログ） 
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私＝ブリッジパーソンを上手にこき使うコツ	

誰よりも熱い「愛情」とやり抜く「根気」を持ち 
自分の「メディア」や「組織」を持っている人が 
墨田区で「すぐやりたい」独創的な「企画」を 
簡便な「メール」か「ツイッター」で伝えてくれ 
私は「お金」や「時間」を使うことなく 
誰かに「メールor電話 + 面談一回」で済み 
あとは「当事者同士」でやってくれること 
終わった後は「ありがとう」の報告 
 28 



私＝ブリッジパーソン的世話人を 
上手に「こき使った」事例	

すみだストリートジャズフェスティバル
http://sumida-jazz.jp/sj/ 

JTB×スコッチグレイン　
http://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/p/p1011274/ 

神社で怪談 
https://twitter.com/nobukume/status/180092797565669378 
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観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 
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NPO法人ハットウ・オンパク 
地域再生のプラットフォームとして全国展開も図る	

別府八湯メーリングリストが母体 
参加者も地元民も楽しめる非まじめさ 
ヨソモノ・ワカモノ・バカモノの活用 
中間支援型でパートナーと事業開発 
年に２回のオンパクイベントが起爆剤 
昼間の散策から夜の街歩きガイドまで 
集客交流サービス事業で自立	

オンパクノウハウを生かし全国展開 
研修事業も積極的に事業の柱に 
 

http://www.onpaku.jp/	
	



久米 信行　nobu.kume@nifty.com　http://kume.keikai.topblog.jp/ 
32 

株式会社　南信州観光公社 
教育旅行で「通過型」から「滞在型」への転換を遂げた	

飯田市役所商業観光課からスタート 
株式会社ならではの機動力と継続力 
林間学校・修学旅行など教育観光に特化 
グリーンツーリズム・エコツーリズム 
第二種旅行業＝ランドオペレーター 
学校向けDMや旅行代理店向け営業 
民泊と地元施設泊取りまとめで手数料 
農家民泊のネットワークを近郊まで拡大 
教育旅行団体の７割以上がリピーター 
 
 

http://www.mstb.jp/	
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株式会社とみうら 
道の駅を核とした特産品開発と観光誘客で通年観光実現	

産業振興プロジェクトチームが母体 
道の駅とみうら・枇杷俱楽部建設 
町が全額出資で株式会社とみうら設立 
枇杷の加工食品を開発して製造直販 
観光花摘み園・苺畑・枇杷園で集客 
花や苺で通年集客できる仕掛け作り 
点在する小規模農園や飲食店を組織化 
メニューや料金体系などを規格化 
ワンストップサービスで旅行代理店攻略 
 
 

http://www.mboso-etoko.jp/top/biwakurabu/	
	



一般社団法人　墨田区観光協会	
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一般社団法人 墨田区観光協会	
http://www.kanko-sumida.com/	

	

地元企業人３人を発起人に設立 
理事長は教育にも熱心 
観光の要となる企業人が理事 
伝統工芸士、銘品名店も参加 
ブリッジパーソンを事務局長に 
民間出身観光プロデューサー 
フィルムコミッション 
民間企業やNPOとアライアンス 
ビジネスもできる観光協会 



観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 
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墨田区を「女子会」が変える　 
区民以上に墨田区を愛するプロ集団	

げんごろう　  平尾 麻衣子さん 
JTB   深沢 令子さん 
職人mono  杉本 恵理子さん 
Kokoto   小高 朋子さん 
・・・・ 
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小高朋子さんのFBやブログに学ぶ	
文化服装学院＞アパレル 
ジュエリー・染め物自作 
お酒・魚醤・発酵食品 
秋田ブロガーツアー 
日本発ものづくり提言 
大地の芸術祭メディエーター 
墨田まち映像プロデューサー 
伝統工芸師や蔵元の動画 

37 

https://www.facebook.com/tomoko.kotaka 
	
http://ameblo.jp/kokoto122/ 
	



38 http://01.ips.fdinet.fujifilm.co.jp/9993959799/ 
	

工場＆職人めぐりツアー企画で情報発信	



女子会パワーで地域活性化の決め手は	

おいしいパン屋さん＆スイーツのお店 
ほっこり和めるカフェ＆サロン 
産直オーガニックの農園レストラン 
自然の中のスパ＆エステ 
古民家や町家を活用した雑貨屋さん 
地元の農家や漁師さんコラボ食品 
地元の工房とコラボの製品 

39 



観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 
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みなさんのソーシャルメディア活用度チェック１６	
TwitterやFacebookを、公私共々、愛用していますか？ 
美しい景色や美味しい食事など、つい撮影してアップしますか？ 
面白いニュースや有意義な話など、つい友達にシェアしますか？ 
友達の活動に、いいね！をしたり、コメントをしていますか？ 
仕事で出会った人メディアで触れた人に、友達申請していますか？ 
自分の仕事や趣味の活動を、積極的に発信していますか？ 
仕事や趣味のパートナーとは、ネットで毎日つながっていますか？ 
パートナーの友達や、友達の友達とも、つながっていますか？ 
自分が尊敬する師匠や各界キーパーソンとつながっていますか？ 
仲間や子孫に誇れて、ライフワークと呼べる仕事をしていますか？ 
わかる人にはわかり生涯続けるオタクな趣味を極めていますか？ 
仕事以外に世のため自分のためのNPO活動をしていますか？ 
ソーシャルメディアに、独創的な生き様が現われていますか？ 
ソーシャルメディアに、時代のキーパーソンが集まっていますか？ 
ソーシャルメディアで、新しいプロジェクトが生まれていますか？ 
ソーシャルメディアで、ダヴィンチのような生き方が出来てますか？ 
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ー
	

生
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墨田区役所のソーシャル達人	

東商墨田区IT分科会で啓発 
産業観光部長自ら発信 
Facebookにて実名で発信 
個別企業のことも積極PR 
区内キーパーソンと友達 
いいねやコメントをし合う 
観光協会、商連、商工会 
など関係団体とも連携	
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https://www.facebook.com/yuji.takano.79 
	

墨田区役所 
産業観光部長 
高野 祐次さん	

墨田区役所 
産業経済課長 
鹿島田 和宏さん	

https://www.facebook.com/kazuhiro.kashimada 
	



世界の観え方を変える 
自分の観せ方を変える 
第三の場所 
＝ソーシャルメディア	
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https://www.facebook.com/nobukume 
	



結論：１年後に目指して欲しいゴール 
自分をリセット＆リデザインして魅せる	

自分マップに新パラボラアンテナ→10個 
生涯の師を探してネットでつながる→10人 
TwitterやFacebookの新しい仲間→100人 
TwitterやFacebookの新しいお客様→500人 
自分の活動がわかる記事やスライド→10本 
この勉強会仲間が喜ぶ　　〃　　→10本 
地元のとっておきのスポット　〃　→10本 
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ふだんを変える。そしてつぶやく。 
それが一番人生と世界を変える	

何をつぶやくか？伝え広めるか？ 
　１）何を買うか？ 
　　衣・食・住→地産地消・環境・BOP 
　２）いかに働くか？ 
　　CSR企業、NPO/NGO、伝統継承 
　3）何に投資するか？ 
　　良い会社に投資、良い団体に寄付 
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観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 
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八戸の有志に学ぶ	

相模さんは有給とって旅行雑誌編集部へ 
→気がつけば八戸のページが増える 
汁研の人々は「せんべい汁」のMTVで話題に 
→ついにはB1グランプリ受賞 
日山さんは全国のSNS書き込み 
→全国から講演を頼まれる有名人に 
谷口さんは虎鯖ブログを継続 
→全国の百貨店に招かれ全国にファン 
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す み だ モ ダ ン / 地 域 ブ ラ ン ド 戦 略	
h t t p : / / s u m i d a - b r a n d . j p /	

 

東京スカイツリー『ソラマチ」に「すみだ まち処」オープン	

http://machidokoro.com/ 
	 墨田区ものづくり社販ネット計画	
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公主導のブランディングより民主導のブランディング 
個別企業の自助努力なくして地域ブランドなし 
悪平等の全体主義ではなく、先進企業から勝手に前進 
ヨソモノ+ワカモノ+バカモノの知恵と元気を取り込む 
シニア+マニア+ジュニアを生涯のお客様に 
ご当地でこそ作りえる×楽しめる一社一品一サービス運動 
また買いたくなるもの、来たくなることがいっぱい 
IT活用=多種多様な情報発信を続けることが大切 
海外の人が喜ぶクールジャパン=環境品質×文化品質	

まち歩きコンテンツ：一社一品のオンリー１	
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東京スカイツリーと葛飾北斎の街 
未来と過去が共存×共鳴する街おこし	



 
天空と路地裏むすぶ芸術祭 
スカイツリー発まち歩きアートツアー 

	
スカイツリーから見える屋上 
見えない軒先を借す人募集 
その場所にアート作品を 
設置したい人募集 
天空から探して訪ねる 
路地裏を探して訪ねる 
スタンプ＆スマホラリー 
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すみだ北斎アートフェスティバル 
21世紀の北斎に「北斎賞」を授与しよう 
 北斎原画をオープンソース化 

世界中からネットで公募＆審査 
　１）１分間動画部門 
　２）２次元デザイン部門 
　３）３分間音楽部門 
入賞デザインを一元管理 
すみだの企業を中心に商品化 
毎年フレッシュなデザイン	
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北斎浮世絵カード＆待受画像 
美術館所蔵画の１枚スポンサー 
その絵をショップカードに使える 
ダウンロード待受画像にも使える 
購入者にはプレミアムカード 
関連グッズも各店で販売 
各店でフォルダーを販売！ 
これをスマホでゲーム化！ 
 
 
 
 

北斎カードを100枚集めよう！ 
店舗めぐりで北斎コレクションが集まります！	



すみだ北斎美術館を熱望する７つの理由 
観光地域づくり＝産業振興×教育×国際化	

北斎の生地にある美術館で世界に誇れる 
妹島和世先生の設計で世界のセレブ魅了 
北斎賞を作れば毎年世界中の話題になる 
北斎賞作品×すみだモダンで商工業振興 
北斎カード集めで街歩き客×スポンサー増加 
３６５人の1日館長と1日学芸員で地域密着 
朝市夜市を公園と歩行者天国で賑わいを 
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墨田区を	

２４時間３６５日	

まち歩き×宝さがし	

ゲームシティに！	
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ご当地の音：相撲甚句×祭り囃子×民謡×JAZZ 
ご当地の絵：古い浮世絵×写真×イラスト 
ご当地の言：俳句×落語×怪談奇談×エッセー 
新日本フィルの着オケ 
スカイツリーの見え方（定点投稿系） 
すみだ水族館のお魚×仮想水族館 
老舗企業の屋号×包装×懐かし商品×クーポン 
B級グルメの看板メニュー×裏メニュー 
全国日本酒百選探し（名菓百選） 
全国ゆるキャラ百選　　全国路地百選 

北斎以外で宝探しゲームで使えそうなもの	



◆すみだ観光IT視察ツアー　　　　　　　　　

観光におけるIT活用の現場を、その運用（場所、人）も含めて、ご紹介する 
視察ツアーを企画する。全国の行政、議会、商工会議所、商店街など、全国に
向けてツアーを提案し、募集する。 

「観光IT活用といえば“すみだ”」 
※場所とツールの紐付けは、イメージであり、実際とは異なります。	
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墨田区の100人動画化プロジェクト 
Tokyo Downtown Cool ×　路地裏まち歩き	

横浜アートプロジェクト榎田さん協力 
地元在住の若手映像作家が制作 
同じ型と音楽に墨田の職人物語を 
墨田区観光協会→商工会議所会員 
格安で制作して受益者＝企業負担 
見学会やフォトラリーに協力なら割引 
完成した動画は公的私的に有効活用 
まち歩きのコンテンツに活用 

すみだいいことハンター隊 
http://blog.canpan.info/tdcsumida/	
	

Tokyo Downtown Cool–Sumida  
http://www.youtube.com/tdcsumida 
 



フィルムコミッションと100社動画化計画	
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すみだいいことハンター隊 
http://blog.canpan.info/tdcsumida/	
	



観光地域づくり７つのステップ 
明るく楽しくやる気のある人が中心となって	

地域の有志で勉強会をして地元通になろう 
ブリッジパーソンになろう。探そう 
全国の成功事例に学んでまち歩きイベントを 
女子会集めて企画＆発信ツアーをしよう 
ソーシャルメディアをみんなで使おう 
マスメディアを動かして活用しよう 
地域で連携して、大きなことをしよう 
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スミファトークで出た連携話	

スミファの三田さん 
かちくらモノマチの木本さん 
おおたOFの田中さん 
お互いのノウハウを共有 
日本オープンファクトリーの日 
地域対抗ぐい吞みグランプリ 
北斎賞＆フェスティバル 
地域ものづくり社販ネット 
全国の美味しいものと連携 
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総括：墨田でも出来たモノづくりモノがたり 
出来ることから出来る人から「すぐやる」	

自社ブランド＆販路を築いた先駆者に注目 
ブランド認証で地域と業界を結ぶ物語づくり 
工場見学×動画×アンテナショップで見える化 
デザイナーの工場見学＆マッチング 
モノ系のマスメディアやイベントの活用 
ソーシャルメディアでクチコミをし合う 
地元企業同士が知り合い買い合う 
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総括：墨田区でも出来たコトおこしヒトづくり 
出来ることから出来る人から「すぐやる」	

わが街を◎◎の聖地にしようと！と妄想 
既存の発想や組織をゼロリセットして企画 
外部の超パワフルなキーパーソンとつながる 
内部の元気な老若男女キーパーソン集め 
売りたい人、見て欲しい人の力を使う 
外部の成功事例をうまく活用する 
予算を取るより、障害を取る方が大事 
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総括：地域のブリッジパーソンを目指そう 
楽しみながら、どんどん夢が実現する	

地元の銘品名店に足を運んで味わう買う 
それを身につけて贈って物語の語り部になる 
ソーシャルメディアでも物語を発信する 
地域のイベントやNPOに積極参加する 
ソーシャルメディアで地域要人とつながる 
独自の地域新企画を誰にでも話し続ける 
いざお鉢が回ってきたら立候補する 
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大人のホビー！	

観光まちづくりで	

脳のパラボラ力↑	

心のズーム力↑	



一番おもしろくて	

住みたい働きたい	

第二のふるさとに	

墨田区を	



狂信力 
× 

継続力 
= 

縁×運×勘 



久米 信行　nobu.kume@nifty.com　http://kume.keikai.topblog.jp/ 
68 

http://blog.scroll360.jp/marketing/communication/	
	

スクロール360通販支援ブログ  
「メール道/ブログ道/メディア道」	

日経パソコンONLINE 
 「商売繁盛　ITの焦点 」	

http://pc.nikkeibp.co.jp/pc/netit/kume/ 
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http://itpro.nikkeibp.co.jp/watcher/kume/	
http://business.nikkeibp.co.jp/article/nmg/20090209/185465/	

	

日経ＩＴＰｒｏWatcher/ネットマーケティング  
「企業経営に活かすブログ道」	

日経トップリーダーオンライン 
 「経営者のためのＩＴ道場 」	

http://nvc.nikkeibp.co.jp/report/tech/doujyou/ 
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amazonで 「久米 信行」 とご検索を！  
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