若い女性が楽しむ癒やし空間

最注目

2011年夏休み前のリニューアルオープン
に向け、改装工事の真っ最中。以前の子供向
けのイメージから一転し、
「天空のオアシス」
をコンセプトに、大きな水槽を魚が悠々と泳
ぐ、癒やしの非日常空間が都心に出現する。

㊧屋上は緑化されて、
公園風に㊨ビル内と
は思えない巨大な水
槽が造られる予定

愛 知 名古屋市科学館

現在建て替え工事中で、2011
年3月に開館予定。一番の注目
は、直径35ｍという世界最大
のプラネタリウムだ
（左奥）
。高
さ8ｍの人工竜巻に直接触れら
れる「竜巻ラボ」
（左）など、目
新しい体験型の展示もある。

常識外れなド定番商品
奈良

▲
▲
▲

水は大敵

▲
▲
▲

丸ごと

スライスした干し柿

兵庫

石井物産の
「柿日和」
が品薄状態。柿をスライ
スしてから干しており、従来の干し柿とは異な
る、しんなりした食感が味わえる。

▲
▲
▲

煮出す

実だけ

振るだけ麦茶

和歌山市に本社を置くスーパー、オークワの
PB商品。2ℓのボトルに水とティーバッグを入
れ、50回振るだけで麦茶が出来上がる。

▲
▲
▲

和風

長崎

洋風コンソメそうめん

製めん会社の山一が地元の高校生と共同開発
した島原そうめん。コンソメ味で、めんの長さ
が短いのでフォークを使って食べられる。

山梨

房丸ごと干しぶどう

注目

NPO法人ふえふき
旬感ネットが、笛吹
市のブドウを枝付き
の房のまま乾燥させ
た干しぶどうを10月から発売。
実だけを乾燥させる従来方式
と比べ、うまみが逃げず、味
が濃縮されるという。

︒日本各地

全国的なヒットとまではいかないが︑

︱

特定の地域では話題をさらっている商

品やレジャースポット

から情報を集めてみたところ︑次のメ

ードが浮かび上がってきた︒

ジャーヒットにつながりそうなキーワ

２０１１年の最大のトピックは︑東

京と名古屋の中心部で︑水族館と科学

館が大型リニューアルすること︒目新

しい展示が満載だ︒

約１年をかけて改装工事中の東京・

池袋
﹁サンシャイン国際水族館﹂
︒これ

までは子供向けの施設というイメージ

が強かったが︑
﹁若い女性など︑普段

から池袋に来ている人たちが入りたい

と思う施設にする﹂
︵監修する水族館

プロデューサーの中村元氏︶
︒そこで︑

同館は高層ビルの中にある関係上︑

﹁癒やし﹂
をコンセプトに掲げる︒

大きな水槽は設置しにくい︒しかし︑
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﹁人々は大きな水の塊を見ると癒やさ

れる﹂
︵中村氏︶
ため︑足元から天井ま

でガラス張りにして水を満たすことで︑

水槽のスケール感をアップさせるなど

工夫を凝らす︒飼育する生き物は特に

変える予定はないというが︑見せ方が

むことができそうだ︒

大きく変わるので︑幅広い層を取り込
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畳製造機器メーカー、極
東産機の
「湯ったりたたみ」
。
畳表に合成樹脂を使用し、芯材には吸水性のない素材を使
う。床が温かいうえ、転倒防止になるとして好評だ。

▲
▲
▲

和歌山

風呂に敷く畳

2011年ヒット予測ランキング●地方発ヒット

世界最大のプラネタリウム

次のメジャーヒットは地方で生まれる

東 京 サンシャイン国際水族館

﹁房のまま丸ごと乾燥させた干しぶどう﹂﹁ストレス発散バー﹂﹁英国で２年連続高評価の国産紅茶﹂など︑
全国的にはまだ無名だが︑
今後話題を
呼びそうな新製品や新サービスは日本各地にある︒それぞれの地方から︑
全国的にヒットする実力を持つ注目商品やスポットを発掘した︒

都心のレジャー施設が大型リニューアル

2011年地方別ヒット予報
地方発、宇宙行き

福 井 和紙繊維で消臭する靴下
富 山 つなぎ目がないシャツ

JAXAの公募で、地方メーカーの衣類が山崎
直子氏と宇宙へ行った。キュアテックスの靴下
は、福井で和紙繊維を使って織ったもの。消臭
効果などがある。立体縫製でつなぎ目がないシ
ャツを提供した富山のエフアイニットは、アパ
レルメーカーへの売り込みを進める。

北海道

青森

山 形 エアバッグ再利用かばん
NPO法人山形県自動車公益センターが、自動車用エ
アバッグをビジネスバッグなどに再生。11月から

秋田

県内のディーラーなどに展示して販売を始める

大 阪 オーストラリア流寿司
石川

長崎

広島

福井

鳥取

京都 滋賀
岡山 兵庫

愛知

6月、札幌・すすきのにオープンした「クラッシ
ャーズ」のコンセプトは、ストレス解消。エアガン
で的を撃ったり、食器を割ったりできる。JR秋田
駅前の「HAIR Bar」は、店内にあるヘアメーク道具や
スタイリング剤などが10分100円で自由に使えるセ
ルフヘアサロン。どちらも全国に広がりそうだ

栃木

茨城
埼玉
山梨 東京 千葉
神奈川
静岡

長野
岐阜

群馬

北海道 ストレス発散バー
秋 田 セルフヘアサロン

福島

新潟

富山

島根

福岡
佐賀
大分

北の新業態

山形 宮城

手で持ってそのままかじる、オースト
ラリア発の逆輸入の巻き寿司「ハンド
ロール」の1号店が大阪市にオープン。
中身はチーズ、アボカドなど洋風だ

山口

岩手

大阪
三重
香川
奈良
徳島
愛媛
和歌山
高知

神奈川

鹿児島

沖縄

宮崎

注目

甦る鉄道スター
群馬

石 川 ずり上がらないショーツ
「3Cショーツ」
（トラタニ）が

C61形蒸気機関車

楽天市場で売れている。食い
込みを防止し、ヒップライン
を美しく見せる。2011年に
は東京への出店を計画する

千 葉 キハ52型ディーゼルカー
長 野 先代・成田エクスプレス
首都圏からの日帰り圏内に、懐かしい鉄道
車両が復活。JR東日本はSLのC61形を約40年
ぶりに復元し、群馬県内を中心に走らせる。
千葉のいすみ鉄道はJR西日本からキハ52型を、
長野電鉄はJRの旧型
「成田エクスプレス」
をそ
れぞれ購入。いずれも2010年に引退したばか
りの車両で、鉄道ファンの注目が集まる。

岐 阜 伸助さん

岩田鉄工所が1月にネット通販
で発売した電動伸縮杖。グリッ
プのボタン1つで伸び縮みし、階段の上り
下りの際、使いやすい長さに調節できる

２０１１年３月にオープンする新し
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い
﹁名古屋市科学館﹂
も︑スケール感が

売り︒世界最大のプラネタリウム︑高

さ８ｍ の人工竜巻など︑見て︑触れて

楽しめる巨大な展示が目玉となる︒

商品はどうか︒最近話題になってい

る地方発の商品で目立つのは︑どこに

でもあるような定番商品でありながら︑

大きく切り口を変えた︑いわば常識外

れなコンセプトのもの︒山梨で房ごと

思えば︑奈良では逆に柿をスライスし

乾燥させた干しぶどうが登場したかと

てから乾燥させた干し柿が大ヒットし

ている︒目新しさがありながらも︑定

番商品ならではの安心感があるところ

がヒットの要因だ︒

安心感という意味では︑国内では無

名ながら︑海外のコンクールなどで高

評価を得ている商品も注目される︒鹿

児島県枕崎市の瀬戸茶生産組合が手が

ける紅茶 姫｢ふうき は｣︑その筆頭だ︒
英国で開かれる国際的な食品コンテス

ト
﹁グレート・テイスト・アワード﹂
で

年︑２０１０年と２年連続︑
〝星〟
を

獲得︒紅茶の本場で認められたメード

インジャパンの紅茶として話題になる

のは間違いないだろう︒

画期的な機能を持った商品も出てき

ている︒四国乳業は︑虫歯や歯周病を

抑制する効果があるという乳酸菌を使

ったヨーグルトを︑広島大学歯学部と

同社は全国への冷蔵配送網を持ってい

共同開発し︑ 月から発売を始めた︒

ないため︑販売地域は中国・四国地方

を中心とした西日本に限定︒しかし︑

全国から注目を集めるであろう商品だ︒

写真提供：JR東日本

10

09

LED照射歯ブラシ

「ベルデンテ」
（東洋リビング）は、ブラ
シの先端に白色LEDが埋め込まれた歯ブ
ラシ。口の中を照射することで、歯周病
の原因菌を抑制できるとうたう

熊本
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青森

話題の商品、スポットはここにも

「弘前城築城400年祭」
が2011年1月から12月まで開か
れる。1年を通してさまざまなイベントが企画され
ており、新幹線延伸と相まって観光客が増えそうだ

岩手
宮城

大崎市鳴子地区で少量生産されている米「ゆきむす
び」
が山形県で開かれた米のコンテストで1位に。冷
めてももちもちした食感で、コンビニ弁当にも採用

福島

電子部品メーカーの向山製作所が雇用維持のために
作り始めた生キャラメルが話題に。10月にはJR郡
山駅前にカフェをオープン。ブランド確立を狙う

栃木

イチゴの新品種
「なつおとめ」
の本格的な栽培が始ま
る。端境期の夏から秋にかけて収穫できるため、ケ
ーキなど業務用途への出荷が期待されている

茨城

脳細胞を活性化する成分が含まれるとされる、サト
イモから抽出したエキス
「脳響水」
を使った食品が増
加。菓子やパン、めん類へと用途が広がる

埼玉

医療機器用バネ製造の鎌田スプリングは、板バネを
らせん状に加工したものにカラスが近寄らないこと
に着目。
「いやがらす」
の名でホームセンターで販売

新潟

米に米をかける─。小麦粉の代わりに米粉を使っ
たカレーを、新潟IPC財団の助成を受け、食材卸の
給材が発売。県内の土産物店やネット通販で扱う

静岡

建て替え中の新静岡駅の駅ビル
「新静岡センター」
が
2011年秋にオープン。シネコンや大手雑貨店など
160店が入り、年間1200万人の来客を見込む

三重

パワースポットとして女性の参拝者が多い鳥羽市の
「石神さん」の参道に、2011年3月、海女の文化が体
験できる
「相差
（おうさつ）
・海女の家」
がオープン

鹿児島 紅茶の本場・英国で2年連続高評価を獲得
広 島 「チャンピオン・サケ」
になった日本酒の古酒

香 川 讃岐手打ち式パスタがベルギーで二ツ星に

海外で高い評価を受けた地方の無名商
品に、スポットが当たりそうだ。鹿児島
産の紅茶「姫ふうき」は英国の品評会で
09年に三ツ星、2010年は一ツ星を受賞。
広島からは
「貴醸酒」
というあまり聞き慣
れない古酒が、英国で最優秀賞に輝いた。
讃岐うどんの製法を応用した大庄屋のパ
スタも欧州で高評価を得ている。

ズバ抜け健康機能食品
愛 媛 虫歯予防ヨーグルト
山 口 42kcalケーキ

あっと驚く健康機能食品が地方から全国へ広
がる。愛媛の四国乳業は、広島大学歯学部と共
同開発した、虫歯と歯周病を抑制するといわれ
る乳酸菌のヨーグルトを10月から発売。販売は
西日本限定だが、全国で話題
に。山口にあるお菓子のピエ
ロの低カロリーケーキには、
各地から注文が来ている。

注目

㊤広島・榎酒造の貴
醸酒
﹁華鳩﹂
は︑日本
よりも海外での人気
が先行㊧英国で高評
価の紅茶
﹁姫ふうき﹂

傷みが早く、県外への出荷が難しかったアカザラガ
イが全国デビュー。燻製にしてオリーブオイルに漬
けた
「山田のあかちゃん」
が商品化された

世界が認めた地方の味

滋 賀 ご当地アニメ

「知ったかぶりカイツブリ」

守山市の制作集団
「藤井組」
が生み出すご当
地キャラが県内で話題に。県の鳥・カイツ
ブリの
「知ったかぶりカイツブリ」
は、アニ
メ付きCDが累計で2万枚以上売れている

高 知 野菜がネタの握り寿司

県内ではスーパーの総菜としても売られて
いるほどメジャーな
「田舎寿司」
。一見握り
寿司のようだが、ネタはすべて野菜。東京
のアンテナショップでも販売を始めた

京都

2011年、浄土宗と浄土真宗はともに宗祖没後50年
に１度の大行事、大遠忌を迎える。法要のほか、宝
物の公開などで京都市内への訪問客が増加する

岡山

「三井ア
JR倉敷駅前のチボリ公園跡地に2011年冬、
ウトレットパーク 倉敷」がオープン。交通アクセス
が良く、中国・四国地方から広く客を集めそうだ

鳥取

県中部で50年以上食べられてきた、牛骨でダシを
取るラーメンに注目が集まる。有名店が東京・銀座
に出店したことで、知名度が一気に上がりそうだ

島根

建設業から異業種参入したしまねフーズの、しょう
ゆ味やイチゴ味など6種類の味が付いた殻付き味付
きゆで卵が地元で話題に。ネット販売も始めた

徳島

食品衛生検査が本業のスペックが、冬場に地元でし
か食べられなかった生ノリの冷凍保存に成功。高級
料亭に採用されたほか、今冬からネット販売も

福岡

キャナルシティ博多の隣接地に2011年秋、新たな
施設がオープン予定。詳細は未発表だが、ファスト
ファッションなどの出店が取りざたされている

佐賀

鳥栖プレミアム・アウトレットが2011年夏の増床で、
九州最大級のアウトレットモールに。約30店舗増え、
ラグジュアリーブランドも含まれる見込み

大分

2010年3月に別府市にオープンした「地獄蒸し工房
鉄輪」が人気。地中から噴出する温泉の蒸気を利用
した釜を借りて、自分たちで蒸し料理が作れる
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©知ったかぶりカイツブリ製作委員会

熊 本 スイカの力

熊本では酒を飲み過ぎた
ときによく飲まれるサ
ン・コア西瓜糖販売の
「ス
イカの力」
。ペースト状
のスイカエキスで、アミ
ノ酸を多く含んでいる。

南から上陸

宮 崎 ハワイ原産パパイヤ
沖 縄 台湾風ウエディング

温暖化を逆手に取って、熱帯果実の
栽培に積極的に取り組む宮崎県。清武
町ではハワイ原産のパパイヤを生産。
関東で売り上げを伸ばし始めた。沖
縄・那覇では貸衣装店Pink Rabbitが、
屋外で凝った構図のウエディング写真
を撮影する台湾で人気のサービス「婚
紗撮影」を開始。月1回、本場・台湾
からカメラマンを呼ぶ。

