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News Release 

2021 年 5 月 21 日 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

メ~テレ DX セミナー第３弾！商品開発・新規事業に悩むものづくり企業必見！ 

「テレビ×応援購入で実現する新しいものづくり」とは？ 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 
 

セミナー申し込み URL：https://nagoyatv-dxquest01.peatix.com 

日時：2021 年 5 月 28 日（金）18：30～20：30  開催形式：オンライン開催 

メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、地元企業が抱える課題を解決する DX ソリューション関連の情報を提供する

無料オンラインセミナーの第 3 弾を上記日程で開催し、セミナー参加者を募集いたします。 

 

＜はじめに＞ 

未曾有のコロナ危機、ガソリン車から EV へのシフト、個人の消費志向の変化など大きく環境が変わる中、東海地

方の多くの企業が、変革を迫られています。これまでメ～テレは、番組を通して地元企業と接し、地元経済に寄り

添ってきました。 

コロナウイルスが猛威を振るいリアル店舗での集客が難しくなった昨年６月には、「Shopify Japan」社をゲストに

招きオンラインセミナーを開催。ネット上で集客ができる「自社 EC サイト」を手軽に作れるサービスがあること、顧客

とつながる「D2C」という新しい形態があることを紹介し「新しいものづくり」の可能性をお伝えしました。 

今回も「新しいものづくり」に挑戦する企業が直面する課題を解決する、強力な“武器”をご紹介します。 

 

＜このセミナーで伝えたいこと＞ 

今回のテーマは、応援購入サービス「Makuake」を活用した『新商品開発』。 

第１部では、とくに BtoB のメーカーにとって課題の多い「一般消費者向け商品の開発」を成功させた実例をもと

に、下請けオンリーからの脱却を望むメーカーや、リスクを抑えて新商品をリリースしたいと考える企業に役に立つ 

課題解決のための一つの選択肢を提示します。 

第 2 部では、「Makuake」と「テレビ」がコラボした新しいスキームを紹介！ 

https://nagoyatv-dxquest01.peatix.com/
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メ～テレ情報番組「ドデスカ！ドようびデス。」（毎週土曜日朝６：３０～７：５５）の新コーナーとして、

Makuake 実施中の東海地方のものづくり企業を、在留外国人インフルエンサーが取材する「ものづくり王国から世界

へ！『逸品ハンター』」を 6 月からスタートします。 

この『逸品ハンター』は、テレビ放送だけではなく、YouTube、在留外国人インフルエンサーのＳＮＳでも動画コンテンツ

を拡散し応援購入を支援！地元から全国、そして国を越えて地元企業の魅力を発信していきます。 

さらにプロジェクト終了後、応援購入総額の一部を使い、テレビＣＭや街頭サイネージＣＭなどメ～テレのアセットを活

用して量産フェーズに必要な宣伝販促を行い、地元企業の成長を支援します。 

今回のセミナーで、その詳細を初公開！！エントリーの方法も発表いたします。 

 

＜セミナーの見どころ＞ 

①全国のものづくり企業必見！成功企業の生の声 

実際に、「Makuake」を使い、BtoB の業態から BtoC の商品開発を成功させた三重県四日市市のメーカー 

株式会社中村製作所代表取締役 山添卓也氏をお招きし大ヒット商品となった無水調理鍋『ベストポット』を題材に

誕生の経緯と、Makuake の活用方法を伺います。 

 

②『マクアケ名古屋拠点』、『FabCafe Nagoya』が描くこれからのものづくりとは？ 

2020 年偶然にもほぼ同じタイミングで名古屋に進出した『マクアケ』と『FabCafe』。 

日本の「新しいものづくり」を牽引してきた両社がこの地を選んだ狙いとは？ 

マクアケ名古屋拠点責任者武田康平氏と FabCafe Nagoya 代表取締役矢橋友宏氏が 

「東海地方のものづくりの可能性と未来」を語ります！ 

 

③「ものづくり王国から世界へ！『逸品ハンター』」その詳細を初公開！ 

メ～テレでは、現在、7 月～11 月までの計５回分の参加希望企業を募集しています。 

この取り組みのスキームの詳細や、エントリー方法などを本セミナーの第 2 部で説明。 

さらに！ゲストとして上海で日本文化や日本の観光情報を紹介するテレビ番組「ベストニホン」などを制作する 

上海日欣文化伝媒有限公司 海外事業部部長立川幹規氏が登壇し、中国で求められている日本製品の傾向や、

中国市場の消費者像を解説。さらに「逸品ハンター」と連動することで実現する中国でのテストマーケティング支援を説

明します。 

 

 

＜パネラー＞※敬称略 

～第Ⅰ章～ 

 

           株式会社マクアケ キュレーター本部 名古屋拠点 責任者 武田 康平 

           新卒でサイバーエージェント広告事業本部に入社し、大手メーカーや EC 事業会社の            

           アカウントプランナーに従事。 

           祖父母がアパレルの町工場を経営していたこともあり、2019 年にマクアケ入社後は、 

           主にプロダクト系のプロジェクトを担当し、同年社員総会の最優秀新人賞を受賞。 

           2020 年 8 月より名古屋拠点の責任者として、主に東海地域の商品プロデュース、 

           プロモーションに関わり、2021 年社員総会の MVP を受賞。 
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アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」  https://www.makuake.com/ 

「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世界の実現」をビジョンに掲

げる、アタラシイものや体験の応援購入サービス。全国 100 社以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が

活用しているほか、国内外の流通パートナーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援している。また、プ

ラットフォームとしてプロジェクト実行者とサポーター双方の利便性と満足度向上を目指し、プロダクトの改善や新機能の

開発に注力中。 

 

                株式会社ロフトワーク取締役 COO /株式会社 FabCafe Nagoya   

                代表取締役 矢橋 友宏 

                岐阜県大垣市出身。1989 年名古屋工業大学電気情報工学科を卒業し 

                株式会社リクルート入社。 

                2006 年にリクルートを退職し、創業 6 年目、人員数 10 数名のロフトワークに合流。 

                現在は取締役 COO として、ロフトワークの事業運営全般のマネジメントを担う。 

                2020 年にロフトワークと岐阜県の OKB 総研との合弁で 

                株式会社 FabCafe Nagoya を立ち上げて代表取締役に就任。 

                東海エリアの様々な組織をデザインの力でアップデートする活動を始動している。 

 

 

                   FabCafe Nagoya https://fabcafe.com/jp/nagoya/ 

FabCafe は世界中に拠点を持つクリエイティブコミュニティ。FabCafe Nagoya は、FabCafe のクリエイティブと製造業

の架け橋となり、共創による新しい価値を生み出していくことを目指し、東海エリアのデザイナー、エンジニア、アーティスト

や、企業、自治体、教育機関などのさまざまな人が集うコミュニティを可視化し、繋げ、東海エリア発の新しい「コト」を起

こすムーブメントを創出していく。 

 

                   株式会社ロフトワーク https://loftwork.com/jp/ 

オープンコラボレーションを通じて Web、コンテンツ、コミュニケーション、空間などをデザインするクリエイティブカンパニー。グ

ローバルに展開するデジタルものづくりカフェ「FabCafe」、素材メーカーとクリエイターの共創を支援し胃のバーションを生

み出すグローバルプラットフォーム「MTRL（マテリアル）」、クリエイターとの共創を促進するプラットフォーム「AWARD

（アワード）」を運営。世界中のクリエイターコミュニティと共創することで、幅広いクリエイティブサービスを提供。 

 

                株式会社中村製作所/株式会社 MOLATURA 代表取締役 山添 卓也 

                1977 年生まれ。三重県四日市市出身。大阪産業大学工学部を卒業後、 

                2000 年に中村製作所に入社。 

                2001 年に中村製作所の代表取締役社長に就任。自社ブランドとして 

                「MOLATURA（モラトゥーラ）」を立ち上げ、「Makuake」を活用し蓄熱調理土鍋 

                「bestpot（ベストポット）」を商品化。2013 年にはものづくり中小企業のグループ 

                「中部ものづくりユナイテッド」の発足に参画し、宇宙ロケットの部品開発なども手がける。 

                

 

※ロゴデータ送ります          株式会社中村製作所 https://www.nakamuraseisakusyo.co.jp 

「空気以外なんでも削ります。」難素材・複雑形状部品加工など技術的要求の高い案件に最新設備と経験豊富な

高い技術力で対応。2018 年無水調理もできる土鍋“best pot”を開発し Makuake にて応援購入を実施。 

 

https://www.makuake.com/
https://fabcafe.com/jp/nagoya/
https://loftwork.com/jp/
https://www.nakamuraseisakusyo.co.jp/index.php
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～第Ⅱ章～ 

 

                株式会社マクアケ 戦略広報本部 地方広報担当 岸野 文絵 

                2014 年に新卒で福島テレビにアナウンサーとして入社し、報道番組のキャスターとして 

                取材活動に従事。その後、サイバーエージェントグループの子会社にて e スポーツ事業の 

                立ち上げメンバーとして参画し、ナショナルクライアント等のスポンサーセールスを経て、 

                2020 年 2 月にマクアケに入社。主に、Makuake から生まれるプロジェクトの 

                メディア露出や地方テレビ局との提携を担当し、同年社員総会の最優秀新人賞を 

                受賞。2021 年 3 月より、地方 PR の専任として各地のメディア連携などを担当。 

 

名古屋テレビ放送株式会社東京支社営業部企画戦略チーム 

「ものづくり王国から世界へ！『逸品ハンター』」プロデューサー 伊藤理 

 

＜第Ⅱ章 ゲスト＞ 

                上海日欣文化伝媒有限公司 海外事業部部長/ベストニホン東京株式会社 

                代表取締役 立川 幹規 

                中国ビジネス歴 16 年。日系広告会社の中国駐在経験を経て 2013 年より現職。 

                中国現地企業の立場から、日本商品のさまざまな市場導入ケースに参画。 

                上海日欣文化は、中国都市部の日本ファン・アクティブシニア・育児家庭をそれぞれ 

                独自のコミュニティーとして囲い込み、情報番組・SNS・イベント・EC など 

                各属性別ニーズに応えるサービス事業を運営。 

 

 

上海日欣文化伝媒有限公司(しゃんはい にちきんぶんか でんばい ゆうげんこうし) 

            https://www.bestnihon.com/ 

2005 年 1 月設立 総経理 呂辰曄(ろ しんよ) 

上海市長寧区に本社を置く情報メディア事業社。主に中国都市部の日本ファン・アクティブシニア・育児女性・グルメファ

ンをターゲットとしたテレビ番組をレギュラーで制作しており、それぞれの視聴者を独自で運営するファンコミュニティーとして

囲い込み、テレビ番組・SNS・イベント・EC 通販など、各ターゲット別ニーズに応えるサービス事業を運営。 

 

＜司会＞ 

                Julie（ジュリ） 

                タレント/アーティスト 中国江蘇省生まれ。 

                バークリー音楽大学卒業/慶応義塾大学大学院卒業 

                AKB48 の姉妹グループとして誕生したアイドルグループ SNH４８のメンバーとして 

                活動し、グループ卒業後も中国の人気クイズ番組や中国最大手ソーシャルメディアグル 

                ープ「テンセント」のオーディション番組などで活躍。 

                大学院進学のため来日し、2020 年 7 月慶応義塾大学大学院卒業。 

                現在は日本を拠点にアーティスト、タレントとして精力的に活動中。 

2021 年 6 月よりメ～テレ「ドデスカ！ドようびデス。」の新コーナー「ものづくり王国から世界へ！『逸品ハンター』」のレポ

ーターに就任し、東海地方のものづくりを取材するとともに自身の SNS を通しても発信していく。 

（現在ＳＮＳ「微博（ウェイボー）」にて約６０万人のフォロワーを抱える。） 

 公式インスタグラム https://www.instagram.com/julie_official6881/?hl=ja 

 公式微博（ウェイボー）https://weibo.com/hyesung79 

https://www.bestnihon.com/
https://www.instagram.com/julie_official6881/?hl=ja
https://weibo.com/hyesung79
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＜プログラム＞※内容は変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協賛企業  

株式会社 BLAM 

https://kaikoku.blam.co.jp/client 

大手インターネット広告代理店出身のメンバーで 2015 年 4 月に創立したマーケティング支援会社。 

国内最大級となる 6,000 名以上のマーケティング・デザインスキルを持つプロ人材が登録している複業マッチングサービス「カイ

コク」を運営。大手企業からスタートアップまで様々な業界業種のマーケティングをこれまで支援してきており、2021 年 3 月に

はマーケティング領域の DX をプロ人材チームに依頼できるクラウド型マーケティング DX 支援サービス「カイコク DX」の提供を開

始。 

 

■「ドデスカ！ドようびデス。」番組概要 番組サイト： https://www.nagoyatv.com/dode/saturday/ 

放送時間：毎週土曜 午前 6：30～7：55  放送エリア：愛知県、岐阜県、三重県  

新コーナー「ものづくり王国から世界へ！『逸品ハンター』」放送スケジュール：初回 2021 年 6 月 19 日（土） 

放送間隔：基本的に毎月１回放送 

 

■名古屋テレビ放送株式会社 会社概要 URL：https://www.nagoyatv.com/ 

本社所在地：〒460-8311 愛知県名古屋市中区橘 2 丁目 10 番 1 号 

設立：1961 年 9 月  代表者：代表取締役社長  狩野 隆也  事業内容：テレビ放送事業 
  

メ～テレ DX クエスト 

「ものづくり企業必見！応援購入で実現する新商品開発とは？」 

＜＜申し込み URL：https://nagoyatv-dxquest01.peatix.com＞＞ 

日時：2021 年 5 月 28 日（金）18：30～20：30  開催形式：オンライン開催 

 

 
  

 
 

■１８：３０～１９：１５ 

第Ⅰ章 

「成功企業に聞く！BtoB 企業が挑む 

Makuake を活用した新しいものづくり」 

（パネルディスカッション） 
  

■１９：１５～１９：３０ 

協賛社からのお知らせ 

「新商品のため認知度はないが、お客様を獲得したい」 

 「さらに新商品の売上を伸ばしたい」 

そんなお悩みをデジタルマーケティングで解決！ 

マーケティング・デザインのプロ人材マッチング 

プラットフォーム「カイコク」のご紹介 

株式会社 BLAM 執行役員 宮本舜氏 
  

 

■１９：３０～２０：００ 

第Ⅱ章 

メ～テレ情報番組×Makuake コラボ企画始動！！ 

「ものづくり王国から世界へ！『逸品ハンター』」ガイダンス 
 
 

■２０：００～２０：２０ 

質疑応答 
  

■２０：２０～２０：３０ 

メ～テレからのお知らせ 
 
  

主催 メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社） 

 

 

https://kaikoku.blam.co.jp/client
https://www.nagoyatv.com/dode/saturday/
https://www.nagoyatv.com/
https://nagoyatv-dxquest01.peatix.com/

