日本の美粋を、金澤から世界へ。
「体感映像空間 + コンシェルジュデスク + リアルショップ + WEB&オペレーションセンター」が融合する新たな文化産業発信拠点
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「金澤美粋」プロジェクトとは、
金沢の魅力をさらに高めるための “美粋なまちづくり” を推進するプロジェクトの総称です。
金沢駅前から別院通り、横安江町商店街、袋町から並木町・東山へとつづく「通好みの金沢の街並み」での
キラリと光る店舗開発とともに、金沢の玄関口である「ポルテ金沢1Fフロア」におきましては、
広く世界にアピールできる次世代型商業空間「ポルテ金澤美粋百華展」をオープン準備中。
夢と価値観を共有していただける出展企業様を広く熱く日本全国に募集しています。

日本の美粋の本質を「茶の湯」に学ぶ

東京でも京都でもなく、

多彩なモノとコトがここに集う。

「金澤」から、日本の美粋を世界に発信。

--

--

衣食住の全般にわたって愉しみやいつくしみのこころを養う「茶の

日本の文化が美しく息づく金沢のまちは、加賀百万石の城下町と

湯」には、暮らしの総合芸術といってよい奥深く端正な趣きがあり

して発展し藩政時代には江戸、大坂、京都に次ぐ規模の都市でし

ます。「ポルテ金澤美粋百華展」に集うのは、日本の美粋の本質を
「茶の湯」に学ぶ多彩なモノとコト。伝統と革新を織り重ねて表現

た。四季折々の風情ある街並みと彩り豊かな生活様式を、ものと
こころの両面で支えているのは、前田家歴代藩主により振興され

される商品とサービスがそれぞれの輝きを持ち寄ることで、ここに

受け継がれてきた工芸や芸能の歴史。失いたくない日本の美粋の

しかない新しく魅力的な文化発信の場が生まれようとしています。

源流を求めて、今、世界のまなざしが金沢に注がれ始めています。

茶の湯は世界に通用し、金沢に根付いた「総合芸術」。
日本の美粋を、金澤から世界へ。

世界に販売し世界で認められることによって改めて日本人が日本文化の魅力を再
認識し誇りを感じる・・そんなプロモーションを展開します。

ポ ル テ 金 澤 美 粋

百 華 展
体感映像空間

「4つの機能」が融合して生まれる、
新たな文化産業発信拠点。
-「ポルテ金澤美粋百華展」は、創造的なプレゼンテ
ーションギャラリーであり、国内外の事業家やアー

金沢駅前・ホテル日航に隣接。

接客対応・観光案内も行うコンシェルジュデスク、

--

コンシェルジュ

リアルショップ

デスク

ティストたちが集い・語らい・発想を生むサロンで
あり、さらには様々なイベントの舞台にもなる場。
最新システムを備えた体感映像空間、きめ細やかな

JR金沢駅・兼六園口（東口）を出て一目で分かるラン
ドマークタワー「ホテル日航金沢」の1Fフロントに隣

WEB &

接する絶好の立地に「ポルテ金沢美粋百華展」がありま
す。ひと足早くオープンしている「金澤美粋 茶の湯サロ

オペレーションセンター

ン」のお抹茶体験は、国内外の観光客や地元のファミリ
ーにも大人気。金沢の玄関口に位置する一流ホテルが間

多彩な出展者が集うリアルショップを備え、そして
すべてのコンテンツはWEB&オペレーションセンタ
ーから世界に向けて配信されます。

観光の起点、上質な顧客が行き交う

近なことでVIPやビジネスエリートの目に留まる出会い

金澤美粋
茶の湯サロン ・・同フロアで好評営業中

のチャンスがここにあります。

2

「ポルテ金澤美粋百華展」展開イメージ（1）
事業展開 5

ポルテ金沢 1F

ポルテ金沢

Fasion & Service Floor に、

OPEN 準備中！
「ポルテ金澤美粋百華展」

ANAクラウン
プラザホテル金沢
JR金沢駅

一体となって、
新たな賑わいを創出！

「金澤美粋 茶の湯サロン」好評営業中

金沢駅から「ポルテ金沢」を望む

3

「ポルテ金澤美粋百華展」展開イメージ（2）

「金澤美粋 茶の湯サロン」好評営業中
地元メディアでも紹介され、海外からのお客様でも賑わう「金澤美粋 茶の湯サロン」。
このサロンは「数寄屋モダンブース」（写真左下）を生かした、より上質で落ち着きのある
お抹茶体験スペースへと進化中。さらに将来的には、日本三大茶室の一つ国宝「待庵」の写しを、
この場所に建築するための「金澤数寄屋遷宮寄金活動」を進めています。

平面図／ 12
イメージスケッチ
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「ポルテ金澤美粋百華展」展開イメージ（3）
「ポルテ金沢茶の湯百華展」展開イメージ（3）
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WEB&オペレーションセンター
の4つの機能が融合。
金沢の玄関口、ホテル日航金沢に隣接の好立地を最大限に
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金沢の玄関口、ホテル日航金沢に隣接する好立地を最大限に
生かして「ヒト・モノ・コト」が多彩に出会います。
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b.コンシェルジュデスク
b.インフォメーションゾーン

a.「体感映像」プレゼンテーションゾーン
a.体感映像プレゼンテーションゾーン

ふわりとした半透明素材のスクリーンで四方を囲い込む「体感映像空間」をセ
ふわりとした半透明素材のスクリーンで四方を囲い込む「体感映像スペース」を
イコーエプソン株式会社の研究チームとともに開発中。臨場感たっぷりの体感
セイコーエプソン株式会社の研究チームとともに開発。驚きの臨場感でテーマパ
映像プレゼンテーションにより、出展各社の効果的なPRを実現します。
ークのアトラクションのような効果的な集客を行います。

専門のコンシェルジュスタッフが常駐。上質感のあ
専門スタッフ常駐のインフォメーションを設けて、
る接客対応で「ポルテ金澤美粋百華展」をご案内
上質感のある接客対応を行います。また「金澤美
することはもちろん、「金沢の観光案内所」とし
粋 観光案内所」を併設し一般の方も気軽に立ち寄
て「美粋な金澤」をご紹介します。
れる空間にすることで賑わいをつくります。

体感映像コンテンツ（例）

c.「リアルショップ」ゾーン
c.ショールームギャラリーゾーン

・美しい金沢の四季
・茶の湯の愉しみ

木の温もりを生かした据え付けの什器、畳スペ
木の温もりを生かした据え付けの什器、畳スペ
ースや専用のパーテーションで出展各社専用の
ースや専用のパーテーションで各社専用の和モ
和モダンで統一されたギャラリーを設えます。
ダンで統一されたギャラリーを設えます。

・美味しい金沢案内
・伝統工芸、匠の技
・参加企業のPR映像
etc

ギャラリー／現状のイメージ（仮設）
ギャラリー／現状のイメージ（仮設）

d. WEB &
d.オペレーションゾーン
オペレーションセンター
「数寄屋モダンブース」の展示を兼ねたオペレー
「ポルテ金澤美粋百華展」のすべてのコンテンツ
ションゾーン。通路側から目を引く前面にも展示
開発とリアル／WEB両面の運営を“現場”で行うこ
スペースを設けています。
とにより、機動力のあるオペレーション体制を構
築します。
体感映像のイメージ

数寄屋モダンブース／現状外観
数寄屋モダンブース／現状外観
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□出展予定企業リスト
共感企業・

茶の湯

衣・食・住に関連する企業・ひと等

財団法人 京都伝統建築技術協会
財団法人 京都伝統建築技術協会

事業協力者１

理事長
専務理事

中村昌生
吉江勝郎

協力内容＝金澤美粋茶の湯サロンの数寄屋建築設計協力及び総合監修業務（将来的には国宝茶室「待庵」写しと
立礼空間を設えていただく予定 ＊別紙「金澤数寄屋遷宮プロジェクト参照）
金沢市アートホール等での講演会講師、その他本事業に貢献していただける業務
共有価値＝「伝統建築を世界遺産に」

日本建築専門学校
日本建築専門学校

共感企業・
事業協力者２

理事長
校長

中村昌生
吉江勝郎

(金澤数寄屋

職長)

協力内容＝金澤美粋茶の湯サロンの数寄屋建築設計協力及び総合監修業務（将来的には国宝茶室「待庵」写しと
立礼空間を設えていただく予定 ＊別紙「金澤数寄屋遷宮プロジェクト参照）
共有価値＝「職人と技術の革新・継承」

募集業種

お茶に関する企業／お酒に関する企業／生け花に関する企業／工芸商品に関する企業／食に関する企業／

（一例）

服飾に関する企業／インテリア商品に関する企業／出版に関する企業／銀行関連企業／その他
交通アクセスの向上により、長野の企業／東京および関東の企業
関西圏、主に京都の企業、地元北陸の企業、その他全国の企業、海外の企業

出展企業

1

株式会社 建築プロデュース研究所
提供役務内容＝「金澤美粋 茶の湯サロン」の運営業務役務360万円相当（3口）
プロモーション商品＝数寄屋建築プロデュース／数寄屋モダンブース企画開発販売

2

株式会社 山崎
提供商品及び役務内容＝「ポルテ金沢茶の湯百華展」の新規数寄屋モダンブース提供製作費
+数寄屋モダンブース商品の製作費＝合計240万円相当（2口）
プロモーション商品＝建具と畳文化の伝統と革新

（ビジネスパートナー）

＊各業種より21社（第一期）を予定

6

「ポルテ金澤美粋百華展」の主旨に賛同し、出展を申し込みます。

会社名／ご担当者氏名

「ポルテ金澤美粋百華展」を、
御社商品・サービス・イベント等のプローモーションにご活用いただけます。
また「ポルテ金澤美粋百華展」の広報・PR活動により御社事業を支援いたします。
※弊社選定基準によりお申し込みの意に添えない場合があります。
※選定基準につきましては、P8・P9・P10 をご参照ください。

出展費：1口＝１社月額 5万円／年間一括支払いの場合 55万円（別途消費税）
現金の代わりに商品提供及び業務役務提供の場合は、２倍の金額
（月額10万円、年間120万円相当の商品・役務等の提供、明細書の提示）
お支払い方法をお選びください。
出展口数＝（

□ 年間一括現金支払い

□ 毎月現金支払い

）口

□ 商品・役務等の提供による支払い

（ □ 共感企業・事業協力者としてプロジェクトを支援します ）
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金澤美粋プロジェクト／理念

金澤美粋プロジェクトとは／理念 2

金澤美粋プロジェクトとは
金沢全体のまちづくり構想を見据えながら、
金沢のまちが、さらに「美しく粋で、魅力ある街」になって欲しいとの想いのもと、
次なる構想に基づき推進するモデル事業の総称。

理 念
金澤美粋プロジェクトを通じて、金沢の魅力的なまちづくりに貢献する。
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金澤美粋プロジェクト／ビジョン
金澤美粋プロジェクトのビジョン 3

ビジョン
小さくても世界の中で独特の輝きを放つ「世界都市 金沢」
。
金沢に美しく粋な文化産業を創り出すことを目的に、
伝統文化に新しい価値創造と地域経済の活性化の両立を目指します。

１．

3．

ハイグレード×ハイクオリティ
本物、一流にこだわる

マーケットは金沢ではない
世界がターゲット

金沢固有の文化とは、日本のみならず、世界ににも類がない誇るべき個性です。

金沢の地で新しい価値を創造しても、

金沢が内包する伝統文化やモダンな感性が更なる輝きを増すためには、

人によっては奇異に映るかもしれません。

一流であり、本物でなければならない。

しかし、そんな新しい価値を確固たる価値に変えるのは、世界からの評価です。

このこだわりこそが

一流にこだわる金澤美粋プロジェクトが「世界」を見据えているのは、

美しく、粋な文化を創造し、「金澤美粋」産業を確立できると確信しています。

確かな価値を生み出そうとする姿勢そのものなのです。

２．

4．

工芸×建築×アート×フード
それこそが、風土ランドスケープデザイン

金沢人の感性・美意識を醸成
世界に通用する一流、本物を見て、触れて、感じられる場を設けることで、

金沢の伝統に新しい価値を生み出すためには、革新的な取り組みが必要です。

金沢に住む人々の感性や美意識を磨き上げるだけでなく、

金沢の伝統とモダン様式の融合、多様な文化との調和など、

新しい価値を生み出す優秀な人材の育成へと

金沢の伝統を探求しながらも、多様な文化を吸収し再構築する、

繋げていきます。

風土トータルランドスケープデザインを目指さなければならないと考えています。
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金澤美粋プロジェクト／事業戦略
金澤美粋プロジェクト事業戦略 4

金澤美粋プロジェクト
事業戦略
世界から人を呼び込む魅力の創造
伝統の探求にこそ、革新を生み出す答えがある。
金沢の伝統文化に新しい価値創造と地域経済の活性化の両立を目的とする金澤美粋プロジェクトでは、
美しく、粋な文化産業を創造していきます。

1．
職人の発掘およびプロデュース

3.
金澤数寄屋建築美のプロデュース

伝統技術を有する職人や料理人、工芸作家など、

金澤数寄屋十職を通じて、数寄屋建築の実践と普及促進、

発掘から育成、活動のプロモーションから

金沢の工芸を採り入れた建築物、町屋のリノベーションなど、

コンサルティングやマネジメントに至るまで総合的にプロデュース

伝統的技術、工法に裏打ちされた建築物の企画設計から、不動産、建築、運営まで、
コンサルティング、カウンセリングを通してのトータルマネージメント

2．

4.

金沢の秀逸プロダクトの企画開発

金澤美粋人の創造

現代にも通用する伝統工芸品のプロモーションから、

職人の発掘や育成だけではなく、

気鋭の伝統工芸作家との共同企画商品など

その職人の技や価値を理解し、生活に取り入れることができる見識者、

商品開発から販売プロモーションにいたるまで総合的にプロデュース

すなわち、用の美の実践者を創造
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「ポルテ金澤美粋百貨店」施設イメージ

体感映像空間

コンシェルジュデスクとリアルショップ

体感映像空間

エントランス／手前右に、WEB&オペレーションセンター
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project map and stories.

並木町・東山エリア

浅の川ハイム
☆ 1F奥／会員制クリニックサロン・・浅の川ハイム／医院の定期予防検診と美粋な金澤探訪と宿泊を楽しむユニークなツアーを全国販売。
☆ 1F手前／・・企画構想中

よこ道、より道、さんぽ道。

＊ 金沢町家1F店舗・・計画・募集中

金沢駅から東山へ。

ムサシサンビル
□ 1F／美味しい本屋さん「OH LIFE」・・ブック＆カフェ／食関連の本が並ぶかわいいカフェ。キラリと光る存在感が、美味しい町＝袋町の新しい賑わいを予感させる。

袋町エリア

□ 2F／近江町バル・・スペイン料理／一鍋、二度美味「土鍋 de パエリゾット」が名物。本場のバルの美味しさ楽しさの本質をここにしかない美粋スタイルで提供。
＊ 3F／・・ 計画・募集中
袋町フレンチビル・プルミエ
□ 1F・2F／La Chic（ラシック）・・フレンチ ネオビストロ／一流シェフの味を普段使いのビストロの気軽さで楽しめるネオスタイルが魅力。ありそうでなかったお店。
＊ 3F／・・計画・募集中
＊ T字路 1F店舗・・ 計画・募集中

横安江町商店街エリア
（金澤表参道）

■ 金澤美粋庵 ・・国宝「如庵」を忠実に写した茶室のある空間とモダンなLDK空間を併設。金澤美粋プロジェクトのサロンおよびイベントの発信拠点。
□ 安心院（あじむ）・・日本料理店／別院さんの大門前に看板建築で隠されていた古い土蔵を再生。敷居が高いと思われがちな料亭の味を「喜楽」に楽しめる。
□ 目細八郎兵衛商店 フェザークラフトギャラリー・・430年余りの伝統を誇る「加賀毛針」の製造技術を生かして現代的感性のユニークなアクセサリーや雑貨を提案。

ポルテ金沢1F（ホテル日航に隣接）
■ 金澤美粋 茶の湯サロン・・茶の湯のお点前を気軽に体験。大好評「吉はし」さんの上生菓子とともにお抹茶体験を楽しめる。

金沢
駅前エリア

■ ポルテ金澤美粋百華展・・日本の美粋を金澤から世界へ。「体感映像空間 + コンシェルジュデスク + リアルショップ + WEBオペレーションセンター」が融合する新たな文化産業発信拠点。
□ 金澤 一乃松・・日本料理店／本町二丁目（旧田丸町）に現存した築100年の町家に数寄屋茶室の趣きを加えて改修。五感に沁みる美粋なおもてなしの時間を創造。
＊ 旧田丸町「石垣ウォール」計画・・「石垣の博物館」と呼ばれる金沢城の石垣づくりに習い、美粋な石垣ウォールを市中の目抜き通りに出現させる計画。 金澤美粋駐車場を設置。
＊ 此花町「蔵」再生ビル計画・・別院通りと此花町緑地に接する好立地に築100年を超える蔵を移築。近代的なビルの新築との対照的な融合により美粋な商業空間を創る計画。
■ 此花の家（コンセプトハウス）・・ソーラーサーキット、外断熱・二重通気工法をいち早く取り入れた“結露のない”一年中快適なスマートハウス。金澤美粋pjの本社機能を備える。

株式会社 金澤まちづくり公社
株式会社 建築プロデュース研究所

■ 直営拠点 □ 提携オーナー拠点

☆ 企画構想中拠点

＊計画・募集中拠点
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