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prospect

【名】

望ましいことが起きる見込み、可能性

将来の見通し、ビジョン

高い場所などからの見晴らし、眺望

方向感、方面

将来見込みがある有望な人物

調査、探査

天然資源の埋蔵が見込まれる鉱脈［地域］、産出可能量



August,10,2009   by Tohru Yamai & Motoyuki Tamagawa 

P.1 

synergy

燕三条プライドプロジェクトは、燕三条の地域ブランドを確立させるためのプロジェクトである。
燕三条プライドプロジェクトは互いに相乗効果が発生する複数のプロジェクトから構成される。

love and pride 

私達は、燕三条ブランドを確立させる原動力＝エネルギーの源泉が燕三条に住む私達自身の地域への誇り
と愛情であることを自覚する。

outgoing of lifestyle based high aspirations

私達は、燕三条ブランドを確立するために燕三条の魅力を表現するライフスタイルを創り上げて発信する。
そのライフスタイルは高い志が込められたコンセプトを有し、燕三条の多くの魅力を一つの価値に統合し
発信できるものとする。

creation of a lot of Tsubame-Sanjo lovers and enlarged reproduction of our pride

私達の目標は、燕三条のライフスタイルに魅力を感じる人々が日本中そして世界中から燕三条を訪れること、
その評価を通して私達もより高い誇りと愛情を燕三条に感じるという誇りの拡大再生産である。

燕三条プライドプロジェクト　Mission Statement
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P.2 

空間軸 space axis    quality of life ,sustainable area

燕三条は大都市ではない。人間らしい生活ができる地方都市であることを最大限に活用する。
大都市生活者から見て、そして私達から見て安らぎや癒しに満ちた魅力的な地域であることを目指す。

時間軸 temporal axis 

燕三条は 3万 5000 年前から文明があり、恵まれた自然の恵みをベースにその時代時代の中で最先端の製造技術を使ったモノづくりが綿々と行
われている希有な産業都市である。
ストレスの多い生活を余儀なくされている現代人が人間らしいライフスタイルを実現・復活することができる温故知新方向で新しい未来志向。

オーガニックな農業とオーガニックな工業そしてグッドデザインでライフスタイルを創造
Organic Agriculture,Organic Industry and Design 

燕三条にある、あるいは埋もれている地域の名前を冠した安全な野菜・山菜・果樹・食材・酒・水を発掘しブランド化する。
永く愛せるモノづくり、永久保証や安全な生産プロセスなど工業もオーガニック化する。
そしてその双方を融合化し一つの価値にして発信・可視化する。

プロジェクト群の連鎖 catenation of projects

メインプロジェクトと関連するプロジェクトを連鎖させていくことによるシナジーを計画する。

燕三条ならではの観光戦略 tourism strategy 

産業観光を推進する。観光農業、観光工業、そのルート化と可視化、統合化。

燕三条という呼称の推進 promotion of naming of Tsubame-Sanjo

「燕三条」という呼称を広める運動を推進する。

燕三条プライドプロジェクト　Concept
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P.3 燕三条プライドプロジェクト　Projects

    　Design Shop Project 
　　 高志生活＋高志意匠  
      

   Tourism Project  
原風景・里山・産業を　　 
統合した観光 
 

       Promotion Project  
燕三条のプロモーション推進 
対外的、対燕三条地域 
 

     Project 14 
organic industry 
農機具・ガーデニング 

     Project 9 
産業観光拠点化 
ＪＲ燕三条駅 
 
 
 

     Project 11 
  生産、製造体験 
 
 

     Project 8 
グリーンツーリズム 
自然体験 
里山・ホタル・メダカ 
ギフ蝶・八町トンボ 
 

     Project XX 
宿泊 
 
 

    Project 13 
地域向け +対外 
各プロジェクトの 
プロモーション 
 
 

     Project 10 
Ｇマーク選定商品 
伝統工芸製品 
　　　＋ 
工場見学ルート開発 
 
 

       Project 12 
ランドマーク呼称 
団体名呼称の燕三条化 
 

   　　  Project 7 
organic industry 
洋食器・鋳鉄テーブルウェア 
キッチンツールのブランド化 
 
 

 

   　Hub Project  
オテル・ド・燕三条 
リストランテ燕三条 
 

     Project 1 
organic 地名山野菜 
organic 地名食材 
organic 水・酒 
 
 

     Project 2 
organic industry 
　　  洋食器 
 
      Project 3 

organic industry 
鋳鉄テーブルウェア 
 
 

     Project 5 
シェフリクルート 
メニュー開発 
店舗デザイン 
 
      Project 6 

  立地・町屋発掘  　 
 
 

     Project 19 
 　　 町屋旅館 

     Project 4 
organic industry 
男のキッチンツール 
 
 

完全地産地消 
local production  
for local consumption 

永久保証・ロングライフ 
sustainable design 
LifeStyle of Tsubame-Sanjp 

→
 

→
 

LifeStyle of Tsubame-Sanjo 

LifeStyle Shop of Tsubame-Sanjo 

全てをマップ化・ルート化 

＋ デザインディレクション 
 
 

     Project 15 
まちあるき 
まちに触れる・文化体験 
 

     Project 16 
 Project 1 との連動 
農産物販売 
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P.4 燕三条プライドプロジェクト次展開　Next Projects

    　Design Shop Project 
　　 高志生活＋高志意匠  
      

   Tourism Project  
原風景・里山・産業を　　 
統合した観光 
 

       Promotion Project  
燕三条のプロモーション推進 
対外的、対燕三条地域 
 

     Project 14 
organic industry 
農機具・ガーデニング 

  Project 17 
organic  
食品のブランド化 
加工食品化 

     Project 9 
産業観光拠点化 
ＪＲ燕三条駅 
 
 
 

     Project 11 
  生産、製造体験 
 
 

     Project 8 
グリーンツーリズム 
自然体験 
里山・ホタル・メダカ 
ギフ蝶・八町トンボ 
 

     Project XX 
宿泊 
 
 

    Project 13 
地域向け +対外 
各プロジェクトの 
プロモーション 
 
 

     Project 10 
Ｇマーク選定商品 
伝統工芸製品 
　　　＋ 
工場見学ルート開発 
 
 

       Project 12 
ランドマーク呼称 
団体名呼称の燕三条化 
 

   　　  Project 7 
organic industry 
洋食器・鋳鉄テーブルウェア 
キッチンツールのブランド化 
 
 

 

   　Hub Project  
オテル・ド・燕三条 
リストランテ燕三条 
 

     Project 1 
organic 地名山野菜 
organic 地名食材 
organic 水・酒 
 
 

     Project 2 
organic industry 
　　  洋食器 
 
      Project 3 

organic industry 
鋳鉄テーブルウェア 
 
 

     Project 5 
シェフリクルート 
メニュー開発 
店舗デザイン 
 
      Project 6 

  立地・町屋発掘  　 
 
 

     Project 18 
　中心市街地活性化　 
　町屋カフェ 
　町屋ショップ 
 

     Project 19 
 　　 町屋旅館 

     Project 4 
organic industry 
男のキッチンツール 
 
 

完全地産地消 
local production  
for local consumption 

永久保証・ロングライフ 
sustainable design 
LifeStyle of Tsubame-Sanjp 

→
 

→
 

→ 

→ 

  　Project 20 
燕三条ライフスタイル 
マガジン発刊 → → 

LifeStyle of Tsubame-Sanjo 

LifeStyle Shop of Tsubame-Sanjo 

全てをマップ化・ルート化 

＋ デザインディレクション 
 
 

     Project 15 
まちあるき 
まちに触れる・文化体験 
 

     Project 16 
 Project 1 との連動 
農産物販売 

 

 




