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ABOUT

「〇〇と鎌倉」は、地域と地域をつなぐインター・ローカルプロジェクトです。タブロイドの

発行やイベントの企画、商品開発などを通じて、鎌倉と日本各地のさまざまな地域との交流を

促し、地域課題の解決や多様性あるコミュニティづくりに貢献することを目指しています。

https://www.andkamakura.net 
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①タブロイド「〇〇と鎌倉」の発行

・イベント連動型のペーパーメディア

・「地元目線」でも「よそ者目線」でもない新

しいローカルメディアの提案

②イベント企画

・交流型・地域PR・テストマーケティング等

目的に応じたイベントの企画運営

③各種コーディネーション

・鎌倉の企業・店・人とのコーディネーション

・商品開発、販路拡大、店舗研修等

⓸PRサポート

・プロジェクトに付随する制作物の企画・編集

・プロジェクトに付随するPR

・アテンド、等



WHY 地域間交流？

１．地域の人材・アイデア不足
課題は山積みなのに解決できる人材が足りない

全国的な人口減少により限られた人を奪い合う限界

２．東京以外の選択肢
大量生産・大量消費ではない可能性

高額なテナント家賃による販促経費の負担

持続可能な社会をつくるヒントは東京にはない？

３．多様性のある環境づくり
閉じられたコミュニティの限界

異なる地域の文化や人と触れ合うことは、新たなアイデアや人材開発にもつながる
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地域と地域がつながる＝持続可能な地域社会の実現



プロジェクトの目的・企画内容に応じて、

鎌倉の企業・団体・店舗・個人を巻き込みな

がら進めていきます。
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HOW 地域間交流

〇〇と

鎌倉

企業

NPO等各種

団体

店舗

鎌倉で暮ら

す人・活動

する人

自治体・各

種組合

コラボレーション例 ※2018年6月現在進行形のもの含 順不同）

アナン株式会社（スパイスメーカー）
株式会社エンジョイワークス（不動産・リノベーション）
KAFKA（美容室）
株式会社カヤック（IT）
株式会社カヤックliving (移住・住宅サービス)
Kuluska（ものづくりユニット）
COBAKABA(食堂)
甘味処こまめ
Comayose（寄木作家）
杉本薬局（漢方）
FABLAB鎌倉
Hostel YUIGAHAMA(ゲストハウス）
まちの社員食堂（食堂）
Mbs46.7（パン屋）
手毬（和菓子作家）
日進堂（パン屋）
べつばらドーナツ（ドーナツ屋）
LIFESYLE CAFE宮路
NPO法人ルートカルチャー（クリエイティブチーム）

…and more



１．全国屈指の観光地

歴史的な名所に加え、夏には海水浴も楽しめるため一年を通じて多くの観光客
で賑わっている。修学旅行、シニアのツアー旅だけでなく、日帰り女子旅、
カップルデートが非常に多いのも特徴。

２．子育て世代が急増中

豊かな自然に恵まれ、都心部から電車で1時間以内という立地もあり、30代後
半～40代の子育て世代が増えている。

３．良質な商圏

環境保全や地産地消への意識が高く、こだわりを持ったライフスタイルを送っ
ている住民が多い。“丁寧な暮らし“への関心が高まる中、その先進的なエリア
として県外市外からも注目されている。平均所得も高いことから、地元住民の
消費力があるのが特徴。

４．日常にイベントがある

日本一ローカルイベントが多いといわれており、多種多様なコミュニティ・世
代の人たちが多くのイベントを主催している。国内外各地との交流企画も目立
ち、住民のモチベーションも高い。

５．地域コミュニティのつながりが強い

地元愛が強く、地域を盛り上げるための様々な取り組みがされている。店舗及
び事業者間の横のつながりが強く、連携体制が取れているため、アイデアや事
業が発展的に広がりやすい。
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ABOUT 鎌倉

人口：172,291人 (2018年6月1日現在) 

前年度転入者数：7,753人(2017年) 

前年度観光客数：2,128万人（2017年）

● SDGs未来都市モデル事業認定

●日本を面白くする「イノベーティブシティ」第5位

※2017年 Forbes JAPAN

子育て世代・乳幼児が増加中

引用：総務省「平成29年住民基本台帳年齢階級別人口」



CLIENT：長崎県五島市商工会 （2016年～）

目的：物産品および島のPR、販路開拓

経緯：東京での“五島フェア“と連動し、鎌倉でも島
のPRイベントを実施。
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CASE1 五島と鎌倉

①タブロイド
「五島と鎌倉」の発行

②イベント
「鎌倉で五島を楽しむ2日間」

③商品・メニュー開発のコー
ディネーション

⓸ PRサポート

イベントの告知も兼ねた
タブロイドを作成・配布

概要： 全８ページ4C
発行部数: 2,000部
配布先： 東京、鎌倉、
五島を中心に約100ヶ所

※全国各地からも配布し
たい・読みたいという問
い合わせ多数

鎌倉市内５箇所の店舗に
て五島のPRイベント開催。
鎌倉界隈だけでなく東
京・横浜からの来場者も
多数。

・市内飲食店にて島食材
を使ったメニューの提供
・交流型イベント（2ヶ
所計62名参加）
・「椿」をテーマにした
島の出張販売所
・各種ワークショップ

島の名産「椿」を使った
商品づくり（作家3組）
五島うどんと鎌倉スパイ
ス（アナン株式会社）を
パッケージにした「五島

カレーブック

タブロイドやイベント情
報の掲載は10媒体以上！

POINT

１．鎌倉にローカライズした企画

島の物産や料理をそのまま提供するのではなく鎌倉
の店や企業とコラボレーション。島の資源を活かし
たメニュー・商品開発、交流型イベントなどを実施。
観光客・住民問わず多くの層へのアプローチを可能
にしただけでなく、継続的な取引にも発展。

２．イベントを機に広がり続ける関係性

「五島と鎌倉」の縁で商品開発や販路開拓、自発的
なイベント開催等にもつながっている。個人の往来
も増え五島と鎌倉の二拠点での生活を試みる人も。

五島でもイベント！

鎌倉拠点のスパイス番
長メタ・バラッツさん
が五島でスパイス料理
のイベントを開催。2日
間3イベントで、計100
名以上の方が参加。



CLIENT：鹿児島県阿久根市 （2017年～）

目標：移動式鮮魚店を鎌倉につくる

経緯・概要：当初野菜の加工品リサーチを目的に鎌
倉視察をした阿久根市職員が、良質な商圏をみて鮮
魚店のアイデアを着想。漁業関係の人材不足を解決
するべく、両地域を行き来しながら漁業関連の仕事
について学べるスキームを作っている。
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CASE2 阿久根と鎌倉

①タブロイド
「阿久根と鎌倉」の発行
（予定）

②イベント
「鎌倉で鹿児島のうまい魚を楽
しむ3日間」

③各種コーディネーション ⓸ PRサポート

プロジェクトのファンづくり、人材募集を目的
としたタブロイドを制作予定。

鮮魚店のテストマーケ
ティングを目的とした、
鮮魚販売・鮮魚居酒屋の
イベントを鎌倉で開催。
元水産庁の上田勝彦さん
もサポーターで参加。

2018年もマーケティング、
人材募集を目的としたイ
ベントを鎌倉市内各所で
予定。

・プロジェクト実現のために、鎌倉の企業や店、
人材を必要に応じてコーディネート
（イベントの開催場所、スタッフ研修受け入れ
先探し、販路紹介、等）
・マーケティングサポート

・イベント時の配布物企画・制作
・PR活動全般
（プランニング、アプローチなど）

POINT

１．ふたつの地域を行き来し、学びながら働く

将来的に漁業（飲食含）関連での起業を目指す人材
を地域おこし協力隊で採用。半年交代で２地域を往
来、漁業～鮮魚販売まで幅広く学びながら働く。

２．鎌倉の商圏を活かした取り組み

食への意識が高い子育て世代が多く、魚食普及に取
り組みやすい土壌がある。



こんなことができます

●良質な商圏で地域のPR

●メニュー・商品開発やモニター募集

●期間限定飲食店のオープン

●移住促進のプロジェクト作り・イベント企画

●街のキープレイヤーを集めたアイデア会議

●地域間交流で実現する学びや人材育成のプログラム作り

●マーケティングサポート

●各種イベント企画

●メディア企画・制作

●プロジェクトのPR …..and more
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ご相談の流れ

ご相談

• まずはメールでお気軽にお

問合せください

• どういう取り組みができそ

うか会ってみたい、一度視

察したい、というご要望も

ぜひ。

ヒアリング

• 顔合わせ＆概要ヒアリング

• テーマに応じた内容で鎌倉

市内視察のアテンド

• どんな取り組みができそう

か、地域のメンバーを交え

たディスカッション等
※現地開催の場合交通費・旅費はご

負担お願いします

企画

お見積もり

• 役割・プロジェクトの目的

が明確になったところで、

企画のプランニング

• お見積もり

プロジェク

トスタート

• 定期ミーティング（スカイ

プなど）、必要に応じて出

張などでの往来
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メディア掲載

フリーペーパー、イベントともに多くの媒体に取り上げていただいています

And more…



COMPANY INFO

社名： 株式会社カンバセーションズ （英文表記：Qonversations Co.,Ltd.)

設立： 2017年1月

所在地： 神奈川県鎌倉市材木座6-10-17

Tel :              0467-40-5818

E-mail： andkamakura@qonversations.jp

URL :            http://qonversations.jp/

代表取締役：原田優輝

取引銀行： 三菱東京UFJ 鎌倉支店

ACTIVITIES

1. インタビューメディア「Qonversations」運営 ( http://qonversations.net)

2. 各種メディア制作・編集

3. イベント企画・運営

4. 各種ディレクション、PR、コンサルティング、等
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ご質問・ご相談など、お気軽にお問い合わせください。
andkamakura@qonversations.jp（担当：狩野）

お問い合わせ先

STAFF PROFILE

原田優輝 Yuki HARADA

代表取締役、「〇〇と鎌倉」編集長

1981年生まれ。編集者。「DAZED&CONFUSED JAPAN」、「TOKION」編集部などを経て、

Webマガジン「PUBLIC-IMAGE.ORG」編集長を務める。2012年にインタビューメディア

「QONVERSATIONS」をスタート。カルチャー、デザイン系媒体の企画編集・寄稿、ムッ

ク制作、トークイベントの企画、展覧会ディレクションなど幅広く手がける。Colocalにて

「鎌倉ローカルラボ」連載執筆中。

狩野真実 Mami KANO

「〇〇と鎌倉」プロデューサー

1980年生まれ。一橋大学商学部卒業後、オンワード樫山、kitson japan、Bluebell Japanにて

新ブランドの立ち上げや国内外でのバイイング、セールスディベロップメント等に携わる。

2013年に仲間と「スキジャパンプロジェクト」を発足し、都会の女子に向けた島コン企画

や島暮らしの提案を行う。現在は島コンジャパンという新組織で離島の婚活事業サポート

を継続中。また、前職の経験を活かしファッションブランドのビジネスサポートなども

行っている。未来住まい方会議YADOKARIにて「I💛島男子」連載執筆中。
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