平成２０年６月

「Kyoto Style Cafe 2009」＆「KYOTO PREMIUM 2009」
参画事業者募集(プロジェクト説明会)のご案内
ファッション京都推進協議会
京都商工会議所 産業振興部
ファッション京都推進協議会及び京都商工会議所では、京都の繊維･染織などの伝統技術に基づくすばらしい商
品を紹介し、国内外に向けた情報発信や、新たな市場の開拓のため、平成 15 年度から国内市場をターゲットとした
「Kyoto Style Cafe」事業、さらに平成 17 年度から海外市場をターゲットとした「KYOTO PREMIUM」事業を開催しており、
今年度も下記のとおり実施する予定です。
つきましては、それぞれの事業の参画事業者を募集するにあたり、下記によりプロジェクト説明会を開催いたし
ますので、来る６月１７日(火)までに、文末の参加申込書によりお申し込み賜りますようご案内申し上げます。

■「Kyoto Style Cafe 2009」＆「KYOTO PREMIUM 2009」プロジェクト説明会
日 時 ： 全体説明会：平成 20 年 6 月 18 日（水）10：00～11：00 （Kyoto Style Cafe）
〃
11：30～12：30 （KYOTO PREMIUM）
個 別 面 談：平成 20 年 6 月 18 日（水）13：00～17：00 又は 6 月 19 日(木)10：00～17：00 の内 15 分間
※全体説明会、個別面談のいずれにもご出席いただくことが必要ですが、説明会当日、ご都合の
悪い場合には、下記事務局まで、事前にご連絡ください。

場 所 ： 京都商工会議所 ３Ｆ 役員室 ＜地下鉄丸太町駅６番出口＞
※個別面談には、会社概要、得意分野がわかる代表的商品・素材の実物または写真等をご持参ください。
※説明会にご参加いただいた場合でも、本事業の商品開発コンセプトと合致しない場合には、参画をお断りす
る場合がありますので、ご了承ください。

■プロジェクト概要
(※過去の作品は事業名下のホームページをご参照ください)
KYOTO PREMIUM 2009 (海外向け)
Kyoto Style Cafe 2009 (国内向け)
１．主

催

２．開催趣旨

http://www.fashionkyoto.com
ファッション京都推進協議会
京都の染・織・絞・工芸などの素晴らしい技術を紹
介し、実際にその高品質な素材や商品を首都圏に
おいて情報発信します。
東京をはじめとした国内のギフト市場
モダン･インテリア・ライフへの新たな京都の発信

http://www.kyo.or.jp/premium/
京都商工会議所

京都の染織・繊維・工芸など、伝統産業のライフス
タイル分野におけるブランド価値の向上および市
場拡大を目指します。
３．ターゲット
ヨーロッパをはじめとした海外市場のハイエンド層
４．コンセプト
自然の美と匠の技に包まれる 優雅で上質な暮ら
しを、京都から世界へ
５．シーズンテーマ 「和モダンのある生活」
「Essence of Life」
６．商品開発
首都圏をはじめとした国内での京都のブランドイ
海外での販路開拓、ブランド構築を目指し、ヨー
イメージ
メージアップや、新たな市場開拓を目指し、ホーム ロッパのハイエンドマーケットのニーズにあったホ
デコレーションアイテム、テーブルウェアアイテム、 ームデコレーションアイテム、テーブルウェアアイ
ホームアクセサリーアイテムなどを開発します。
テム、ホームアクセサリーアイテムなどを開発しま
す。
７．プロジェク インテリア・ビジネス分野の一線で活躍している専門家により、商品開発・販路開拓をサポート。
トスタッフ
＊総合プロデューサー：北河原 純也（(有)アートリソース代表取締役／クリエイティブ・プランナー）
＊ アート・ディレクター：山下 順三
＊ アート・ディレクター：北河原 純也
(デザイナー)
(クリエイティブ・プランナー）
８．出展概要 ○首都圏展示会出展
○海外展示会出展
展示会名：「インターナショナルギフトショー
展示会名：「メゾン・エ・オブジェ 2009」
２００９春 in 東京」
会 期：2009 年 1 月 23 日（金）～27 日（火）
会期：2009 年２月３日（火）～６日（金）
会 場：パリ・ノール国際見本市会場（フランス）
会場：東京ビッグサイト
展示ブース：共同（参画事業者の個別展示ブー

展示ブース：共同（参画事業者の個別展示ブー
スはしつらえません。）
スはしつらえません。）
展示計画、展示品等：詳細は本事業のコンセプト
展示計画、展示品等：詳細は本事業のコンセプト
にあわせて協議・決定します。
にあわせて協議・決定します。
○国内凱旋展示
(詳細未定)
○京都市内においてテスト販売 (詳細未定)
９．実施スケ 2008 年 6 月 プロジェクト説明会、参画事業者募
2008 年 6 月 プロジェクト説明会、参画事業者募
ジュール
集・選考、商品企画検討
集・選考、商品企画検討
7 月 参画事業者内定、商品開発開始
(予 定)
7 月 参画事業者内定、商品開発開始
9 月 出展ブース検討・準備
11 月 商品完成、プレス発表、カタログ製
11 月 商品完成、プレス発表、カタログ製
作(写真撮影)
2009 年 2 月 「ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷﾞﾌﾄｼｮｰ2009春」出展
作(写真撮影)、商品(船便)梱包発送
１月 「メゾン・エ・オブジェ 2009」出展
テスト販売（詳細未定）
2009 年 2 月 国内凱旋展示

■募集の概要
１．参画事業
者
２．募集企業
数

３．参加料

４．留意事項

５．連絡先

上記の事業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京都府内の事業者を公募の上、 事
業全体の商品構成等を考慮し、プロジェクトスタッフが選考します。
10 社程度
15 社程度
※プロジェクトスタッフと参画事業者で構成されるワーキング委員会にご参加いただきます。（年約３回～６回）
※展示会にご参加いただき、実際にブースにて商品説明や商談の対応をしていただきます。（KYOTO
PREMIUM ２００９は通訳付。ただし、渡航期間厳守）
１社あたり５万円（予定）：
１社あたり 50 万円（予定）：
※プロジェクトスタッフによる指導料及び付随する
※プロジェクトスタッフによる指導料及び付随する
諸経費並びに出展料の一部に充当。なお、商品
諸経費、国内外出展料の一部、渡仏経費等に充
開発に係る製作費をはじめ、諸経費は参加者負
当。商品開発に係る製作費をはじめ諸経費は参
担。
加者負担。
○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。
○開発商品の販売および販売促進活動に関しては、別途定める規定の遵守をお願いします。
○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。
京都商工会議所 産業振興部 (担当：奥野、佐々木、新見)
〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上ル TEL：075-212-6450 FAX：075-255-0428
E-Mail：shinkou@kyo.or.jp

■京都駅ビル・ファッションカンタータ・ウィーク のお知らせ
6 月 21 日開催の「Fashion Cantata ｆrom KYOTO」の関連事業として、平成 1９年度の Kyoto Style Cafe 及び KYOTO
PREMIUM 開発商品を展示しております。国内外で絶賛された逸品の数々をぜひご覧ください。入場無料。
期
間 ： 6 月１日（日）～29 日（日） 10:00～19：00（駅ビル前広場は 18：00）
会
場 ： 京都駅ビル インフォメーション前スペース及び京都駅ビル前広場
＜切り取らず、このまま FAX にて送付願います＞

FAX：０７５－２５５－０４２８ 京都商工会議所 産業振興部 宛

「Kyoto Style Cafe」＆「KYOTO PREMIUM 2009」プロジェクト説明会 参加申込書
参加希望（○をしてください）
・「Kyoto Style Cafe」に参加

・「KYOTO PREMIUM 2009」に参加

・両方参加

貴社・団体名
貴名
電話
※

所属
ＦＡＸ
ご記入いただいた個人情報は、本説明会の詳細案内・実施運営のために利用するほか、本所の各種事業の企画・運営・情報提
供に利用することがあります。

