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未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト

福井でつくろう、

福井をつくろう

未来につなぐ ふくい魅える化プロジェクト make.fUKUIは、「福井でつく
ろう、福井をつくろう」をテーマに、まちの魅力や価値の可視化を通して、 
地域を超えた“新たな人の流れの創出”を目指し、2016年秋に始動しまし
た。初年度は事業創造プログラム、中小企業の採用力強化、学生ベンチャー
プログラム、中高生の郷土愛醸成、空き家を活用したお試し居住の5つの
プロジェクトを実施。2017年度は、3つのプロジェクトを継続的に展開し、
独自メディアの運営・発信を通して、福井に暮らす人々には“日常にひそむ
魅力の再発見”を、まだ福井を知らない人々には“まちと出会うきっかけ”を
つくっていきました。XSCHOOL（2016-2017）は、2018年にグッドデザイン
賞を受賞。本年度はXSCHOOLを再編強化し、さらに地域へ深く根ざした
活動を目指す、新たなプログラムも立ち上げました。これからも世代や地
域を超えてたくさんの人が行き交い、これからの暮らしや働き方・関係性を
育む未来の地域のあり方を、福井市を起点に実践し、発信していきます。

2018年度の取り組み

実施期間：2018年 9月- 2019年2月
参加者（企業、リーダー含む）：33人
パートナー企業：明林繊維株式会社、ジャパンポリ
マーク株式会社、荒川レース工業株式会社
スタジオリーダー：杉本雅明、萩原俊矢、吉行良平
ローカルリーダー：新山直広、森一貴、坂田守史

1000年をこえる繊維のまち・福井に
プロジェクトを創出するスタジオ

PROJECT 1

事業創造プログラムとして過去2年間継続
してきたXSCHOOLの枠組みを、ともに学ぶ
XSCHOOL、ともにつくるXSTUDIOに再編
しました。XSTUDIOは、福井の文化や風土を
紐解き、社会の動きを洞察しながら、未来に
問いを投げかけるプロジェクトを創出する、
120日間のプログラム。今年度は、福井の基
幹産業「繊維」を探索フィールドに、日本各
地から集うメンバーと、異なる専門性をもつ
スタジオリーダー、福井を拠点に活躍する
ローカルリーダー、そして繊維にまつわる
パートナー企業からなる3つのスタジオが
展開。対話と実験を繰り返しながら、個性豊
かな事業・プロジェクトを生み出しました。



1000年をこえる  繊維のまち、福井

福井は化学繊維を中心に、家族経営の工場からグローバル企業まで、さまざまなジャンルと

規模の企業が集積する、国内有数の繊維産地です。2018年度のXSTUDIOは「繊維」を探索

領域に、ファッションから工業、環境、ライフサイエンス、宇宙産業領域まで広がるその

集積と可能性を探り、新たな事業・プロジェクトの構想を進めてきました。

古代よりこの地でつくられていた絹織物は、江戸時代には藩の財政基盤を支える産業に成長していまし
た。明治にはいち早く欧州の最新技術を採り入れて近代化し、昭和戦前には人絹（レーヨン）の生産が始まり
ます。戦後はナイロンやポリエステルなど合成繊維の一大産地に。産業構造、経済情勢が変化した現在も、
革新と伝統のものづくりは脈々と息づき、先端領域ともつながって発展を続けています。

2018年 9月末から月1回、福井に集まりワークショップを実施。オンラインでも議論や試作を重ねていきました。

探索領域

パートナー企業

process

北陸産地を軸に再生セルロース繊維（レーヨン、アセ
テート、キュプラ）を中心とした繊維メーカーとして
事業を展開。工程の最初から最後までを国内生産に
こだわり、商品企画から原糸の仕入れ、撚糸、製織、
染色加工までをまとめ上げる産元商社として、常時
60社以上と提携しながら独自のテキスタイルを送り
出している。

接着技術を用いた「熱転写ラベル」における国内トッ
プメーカー。主力の衣料分野ではサッカー日本代表
ユニフォームなどのスポーツウェアから、あらゆる
ブランドのロゴマークに採用されているほか、産業
分野では自動車用資材などデザインに加え機能性を
与える素材としても用途が拡大している。

編みレースの国内トップシェアを占める福井産地に
おいて、一貫生産により高品質でバリエーション
豊富なレース生地を製造する専門メーカー。過去に
生み出した膨大な編みパターンのアーカイブから次
の製品開発につなげられることも強みとし、デザイ
ナーやアーティストとのコラボレーションにも積極的
に取り組んでいる。

明林繊維株式会社 ジャパンポリマーク株式会社 荒川レース工業株式会社
Meirin Seni Co., Ltd

http://www.meirin-seni.co.jp

Japan Polymark Co., Ltd

https://www.polymark.co.jp

Arakawa Lace Co., Ltd 

http://www.arakawa-lace.com

募集説明会＠大阪・東京・福井

XSCHOOL ＠福井

DAY 1・2 ＠福井
XSTUDIO

DAY 5・6 ＠福井

DAY 7・8 ＠福井DAY 3・4 ＠福井

スタンダードブックストア心斎橋
/100BANCH/ 加藤ビル

アオッサ6F レクリエーションルーム
/ NICCA イノベーションセンター

7/29・31・8 / 8

9/1 - 2

9/23 - 24 11/10 -11

12 / 8 - 9
約 210人

約 310人

10 /27-28　

ゲストレビュアー：
伊藤亜紗（東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院准教授）

白水高広（株式会社うなぎの寝床 代表取締役）

若林恵（編集者／黒鳥社 blkswn publishers）

ゲストレビュアー：
伊藤ガビン（編集者／「NEWREEL」「マンバ通信」編集長）

田子學（デザイナー／MTDO Inc.代表取締役）

PRESENTATION＠東京

PRESENTATION&EXHIBITION ＠東京・福井

PRESENTATION＠福井

EXHIBITION ＠福井

東京ミッドタウン日比谷 6F・BASE Q

NICC Aイノベーションセンター

えちぜん鉄道福井駅構内

1/ 27

2 / 9

2 /10 -12

来場者

来場者



STUDIO C

STUDIO B

再生セルロース繊維に強みをもつ産元商社・
明林繊維株式会社をパートナーに、生地をめ
ぐる新たなコミュニケーションのかたちを提
案。生地サンプルに掲載される情報や形状のリ
デザイン、生地との新たな出会いの場の創出、
ワークショップの開発、メディアの発行などを
構想。ファッション業界以外のつくり手にも繊
維の魅力を伝え、これまでにない使い方が自然
と生まれる環境整備を試みる。

メンバー
 明林繊維株式会社〔村上貴宣 ／木村真也／高橋菜都美〕　  杉本雅明（起業家／エレファン

テック株式会社副社長）［東京都在住］　  新山直広（デザイナー／TSUGI代表）［福井県在住］　李受慧（紡織会
社研究員）［神奈川県在住］　角舞子（プランナー、ライター）［福井県在住］　瓦井良典（デザイナー）［大阪府在住］　
新谷聡子（大学生）［東京都在住］　田嶋宏行（遊具デザイナー）［福井県在住］　目瀬幸太（デザイナー）
［東京都在住］

パートナー企業

繊維の深淵なる世界へのいざない

TEXTILE INVITATION

STUDIOA
ローカルリーダースタジオリーダー

https://itoteki.com　http://textile-invitation.com

熱転写ラベル分野の国内トップメーカー・ジャパン
ポリマーク株式会社をパートナーに、「くっつけ
る」をキーワードに掲げ、一見結びつかないさ
まざまな分野や関心をつなぐ「ハイパーリン
ク」を提案。景観の地産地消を提案する屋外照
明、越前和紙の技術研究、持続可能なアーティ
スト・イン・レジデンス企画など、メンバーの興
味・関心を起点に、5つのプロジェクトが同時多
発的に生まれている。

メンバー
 ジャパンポリマーク株式会社〔山本和紀／齊藤康文 ／吉川紘喜〕　  萩原俊矢（Webデザイ

ナー／プログラマ）［東京都在住］　  森一貴（コンサルタント、探究型学習塾ハルキャンパス代表）［福井県在住］　
加賀川葵（ランジェリーデザイナー）［福井県在住］　角田有（元ギャラリー運営）［兵庫県在住］　木下佳祐
（Webマーケター）［東京都在住］　佐保頌子（繊維製造企業企画営業）［福井県在住］　湊七海（大学生）［東京都
在住］　AFFILIATE MEMBER  鈴木康洋（プロダクトデザイナー）［東京都在住］　森敏郎（プロダクトデザイナー）［福井
県在住］　GRAPHIC DESIGN  吉鶴かのこ（グラフィックデザイナー）［大阪府在住］

ばらばらなものから新しい関係をつくる

「ハイパーリンク」を見つけだす

https://www.xstudio-b.com

インテリアを中心に編みレースの世界を広げ
る荒川レース工業株式会社をパートナーに、
レースの「よさ」を見つめ直し、新たな可能性
を提案。ひたすら手を動かしながら「よさ」の
理由と素直に向き合い、感覚の考察と言語化を
行き来しながら試行錯誤を重ねる。レースの柄
の“地”にあたる「地組織」に着目し、暮らしに
寄り添う道具の開発、継続して研究開発する
ためのARAKAWA LACE LAB.を発足。

メンバー
 荒川レース工業株式会社〔 荒川拓磨／荒川道子〕　  吉行良平（プロダクトデザイナー／吉行良平

と仕事）［大阪府在住］　  坂田守史（ディレクター、プランナー／株式会社デザインスタジオ・ビネン）［福井県在
住］　髙野麻実（建築士）［福井県在住］　尖遼子（アパレル生産管理）［大阪府在住］　長岡勉（デザイナー）［東京
都在住］　前田裕斗（メーカー研究開発員）［東京都在住］　宮下友孝（化学メーカー開発営業）［神奈川県在住］

レースの「よさ」について考える

ARAKAWA LACE LAB. 

https://xstudio-c.tumblr.com



SCHEME 事業の仕組み

都市圏生活者
なんかできそう！ いってみたい！

福井っておもしろそう！

可視化し伝える！！！

福井の新たな魅力をつくる

来福

（WEBサイト／フリーペーパー／映像／SNS など）

福井

参加
参加

首都圏

参加

関西圏

認知度・知名度UP

地元への
愛着

地元への
Uターン

福井市内生活者
福井の魅力を再発見！

地域への誇りUP

［2016年度］　5つのプログラム

I ターン
Jターン

PROJECT 1
事業創造プログラム

［2018年度］

PROJECT 2

空き家お試し居住プログラム

事業創造プログラム「XSCHOOL」／学
生ベンチャープログラム「東西学生対校
アイデアソンメークファイト！！！」／中小企業
採用力強化プログラム「次代の“あたりま
え”な働き方研究所」／福井の魅力再発
見プログラム「福井の幸せみつけよう取材
の旅」／空き家お試し居住プログラム「冬
の日本海トライアルステイ」

［2017年度］　3つのプログラム

事業創造プログラム「XSCHOOL」／空
き家お試し居住プログラム「夏の日本海
トライアルステイ」／福井市民の魅力を
発掘するプログラム「福井キャンプ」

PROJECT 2PROJECT 1

創造行為の根っこを見つめなおす
実践的なデザインの教室

越廼地区を拠点に、福井の暮らしを体感し、
新たな「暮らし方・働き方」を実験する企画

事業創造プログラムとして2年間実施したXSCHOOL。3期目
となる本年度は、より広い対象に向けて、2日間にわたるレク
チャーやワークショップなどを通して、「広義のデザイン」を
ともに考える教室を開講しました。全国各地から福井に集っ
た受講生は総勢約100名。デザイナー・編集者・地元企業など、
さまざまな背景を持つスピーカーと次世代のデザイナーたち
がディスカッションを交わしながら、アイデアを生み出す力
や可能性を探索する濃密な2日間になりました。

実施期間：2018年 9月1日 - 2日　受講生：約 1 0 0名　スピーカー：原田祐馬
（デザイナー）、多田智美（編集者）、内田友紀（都市デザイナー）、会田大也（ミュージアムエデュ
ケーター）、高橋孝治（プロダクトデザイナー）、新山直広（デザインディレクター）、杉本雅明、
萩原俊矢、吉行良平（以上、XSTUDIOリーダー）、小堀哲夫（建築家）

自然豊かな沿岸部の越廼地区を拠点に、福井で働く・暮らすを
体験できる都市圏在住者対象の「お試し居住・お試しオフィス」
プログラム。今年は、具材、お米、醤油、器に至るまで、すべての
素材を越前海岸エリアで集めたオリジナル海鮮丼づくりを通
じて、地域の方々とのコミュニケーションを育む「海鮮丼ミッ
ションインポッシブル !?」と題した体験プランを実施。参加
したのは、アーティスト・企業・友人同士・ファミリーと立場の
異なる4グループ。滞在期間に、岩尾醤油での醤油絞りや、ワ
タリグラススタジオでの器づくりを体験することで、福井のも
のづくりと食文化に触れるトライアルステイになりました。

実施期間：2018年 9 - 11月　参加者：4組 9名
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□PROJECT
PROJECT 1　XSTUDIO

参加者：STUDIO A　リーダー：杉本雅明（起業家／エレファンテック株式会社副社長）､
ローカルリーダー：新山直広（デザイナー／TSUGI代表）　メンバー：李受慧､角舞子､
瓦井良典､新谷聡子､田嶋宏行､目瀬幸太　パートナー企業：明林繊維株式会社
［村上貴宣､木村真也､高橋菜都美］　　STUDIO B　リーダー：萩原俊矢 （Webデ
ザイナー､プログラマ）､ローカルリーダー：森一貴（コンサルタント､探究型学習塾ハルキャン
パス代表）　メンバー：加賀川葵､角田有､木下佳祐､佐保頌子､湊七海　アフィリ
エイト･メンバー：鈴木康洋､森敏郎　グラフィックデザイン：吉鶴かのこ　パート
ナー企業：ジャパンポリマーク株式会社［山本和紀､齊藤康文､吉川紘喜］
STUDIO C 　リーダー：吉行良平（プロダクトデザイナー／吉行良平と仕事） 　ローカル
リーダー：坂田守史（ディレクター､プランナー／株式会社デザインスタジオ･ビネン）　メン
バー：髙野麻実､尖遼子､長岡勉､前田裕斗､宮下友孝　パートナー企業：荒川レース
工業株式会社［荒川拓磨､荒川道子］　プログラムディレクター：原田祐馬（UMA/

design farm代表）､多田智美（MUESUM代表）､内田友紀（株式会社リ・パブリック共同代表）　
福井繊維産地リサーチ＆レクチャー：大田康博（徳山大学経済学部教授）　リサーチ
協力：一般社団法人福井県繊維協会､河野喜澄（元福井県繊維卸商協会専務理事）､木下
健一（福井県繊維卸商協会専務理事）､木野龍太郎（福井県立大学教授）､林優希（デザイナー／
17 Dix-sept）､株式会社ウエマツ　写真記録：片岡杏子　撮影協力：水上晃一
SPECIAL THANKS：大田康博､伊藤泰信（北陸先端科学技術大学院大学教授）､比嘉夏子
（北陸先端科学技術大学院大学助教）､森岡咲子（ゲストハウスSAMMIE’Sオーナー）　XSTUDIO
プレゼンテーション･ゲストレビュアー： 伊藤亜紗（東京工業大学リベラルアーツ研究教
育院准教授）､白水高広（株式会社うなぎの寝床 代表取締役）､若林恵（編集者／黒鳥社 blkswn 

publishers）､伊藤ガビン （編集者）､田子學（デザイナー／MTDO Inc. 代表取締役） 　会場協力：
加藤ビル､NICCAイノベーションセンター［松田光夫（日華化学株式会社イノベーション
推進本部長）､白川さとみ（日華化学株式会社）］､BASE Q､100BANCH、スタンダードブッ
クストア心斎橋店、えちぜん鉄道福井駅［伊東尋志（えちぜん鉄道株式会社専務取締役）］

XSCHOOL

講師：原田祐馬（デザイナー／UMA/design farm代表）､内田友紀（都市デザイナー／株式会社
リパブリック共同代表）､多田智美（編集者／MUESUM代表）､高橋孝治（プロダクトデザイナー／
常滑焼ブランディングディレクター）､新山直広（デザインディレクター）､小堀哲夫（建築家／
小堀哲夫建築設計事務所）､会田大也（ミュージアムエデュケーター）､萩原俊矢、杉本雅明、
吉行良平（以上XSTUDIOリーダー）　お題持ち込みセッション：永山恭平（谷口眼鏡）､
近藤小百合（フォントデザイナー）､加藤洋（｢しゃかいか！｣編集長）､長谷川恭子（Webメディア）

PROJECT 2 　日本海トライアルステイ
参加者：リンダ・デニス（アーティスト／女子美術大学准教授）､新宅友也､亀井謙彰､中村
真紀さんご家族、株式会社TAM［加藤洋、藤山誠、ほりゆりこ］　運営：佐藤実紀代
（株式会社舎家／編集室ふたこぶ）､髙橋要（元福井市地域おこし協力隊）　協力：前田浩貴
（株式会社ヒャッカ）､越前海岸盛り上げ隊［ワタリグラススタジオ､岩尾醤油醸造元､
魚屋の喰い処まっ田､かじかの里山殿下］､ 浅野桃子（HAI studio）､ 越廼中学校
[向井敏幸教諭､生徒のみなさん]、越廼小学校［松田浩二教諭､1・2年生のみなさん］､
越前水仙の里公園､MARE､Cafe EARTH､糸崎寺観音堂､殿下地区のみなさん

□MEDIA
クリエイティブディレクション：原田祐馬（UMA/design farm代表）　エディトリアル
ディレクション：多田智美（MUESUM代表）　

make.fUKUI / find.fUKUI WONDERS WEB 

デザイン：中村文信（SEWI）　コーディング：渡利祥太（ケアン）　執筆：石原藍　進行
管理：宮下浩一（福井新聞社）　STUDIO NOTE執筆：XSTUIO2018メンバー　制作協
力：荒川純治､久保浩章､村上貴宣､白川さとみ､田中俊之､堀一心､杉森有記､髙橋要

make.fUKUI WONDERS 号外
編集＆執筆：MUESUM［多田智美］　デザイン：UMA/design farm［原田祐馬､
西野亮介］　撮影：片岡杏子

□STAFF
全体運営：株式会社リ・パブリック［内田友紀､松丸裕美子､白井瞭､田村大］、　
株式会社福井新聞社［林明美､宮下浩一］、髙橋要（元福井市地域おこし協力隊）

主宰：福井市　協力：福井大学産学官連携本部、株式会社福井銀行、株式会社福井新聞社
企画運営：株式会社リ・パブリック、株式会社福井新聞社

2019年3月発行　福井市未来づくり推進局まち未来創造室

http://makef.jp/

NEWS CREDIT

TOPIC5 make.fUKUIの活動は、
地元紙でも紹介されています！

これまでのプロジェクト進捗
や活動は、“福井市の新たな魅
力をつくりだす試み”として、県
内購読率 66%を誇る地元紙・
福井新聞をはじめ、メディア
でも多数紹介されています。

TOPIC1 次代のデザイナーのための教室 XSCHOOL、
2018年度グッドデザイン賞を受賞！

2016 -17年度の取り組みが、
グッドデザイン賞を受賞。地域
が人材育成のゆりかごとなり
得ている点、生まれたプロジェ
クトが実際に事業化されてい
る点などが評価されました。

TOPIC2 絵巻で味わう、民話とお味噌。
「福井 絵巻味噌」好評発売中！

1期生の企画が、2期のパート
ナー企業・株式会社米五と出
会い、商品になりました。福井
の民話が書かれた絵巻型パッ
ケージを読み進めると、物語
に登場した味噌が現れます。

TOPIC3 XSCHOOL /XSTUDIOの今とこれからを語る
オープントークを開催しました！

10 /27、1期・2期による活動
報告と、各スタジオの進捗報告
を兼ねたイベントを開催しまし
た。多くの方々に見守られ、い
くつものユニークなプロジェ
クトが育っています。

TOPIC4 目指すのは「運命の出会い」が起きる場所、
福井の魅力を発掘する「おふくわけ」続々更新中！

トークイベントとWEBサイト
で福井の魅力を発信する「お
ふくわけ」。年末の大忘年会に
は総勢 90名が参加するなど、
ますます成長する一大コミュ
ニティに、乞うご期待！


