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産業連携推進室とは

産業連携イメージ

諏訪市では、産業間の連携により、地域の活性化や課題解決、SUWAブラン
ド創出を図ることを目的に、経済部内に産業連携推進室を設置しました。―
平成23年10月1日

「連携」といいますと、産学連携、産産連携等が真っ先に思い浮かびますが、産業連携推進室では、多様
な産業構造を持つ当地の特徴を活かし、基幹産業である工業技術と、農林漁業・商業・観光等との「産業
間の連携」により地域の活性化や課題解決を図るという手法で様々な連携を生み出しています。
産業間を繋ぐ線が脳細胞を繋ぐシナプスのように次々と張り巡らされ、いつもどこかで何かが起こってい
る活発な状況を生み出すことを目指し活動しています。

諏訪の
工業技術
（基幹産業）

環境・エネルギー分野

医療・ヘルスケア分野

商業農林業

漁業 観光

海外
大手企業

大学
研究機関

「上野大根」産業連携活性化プロジェクト

諏訪サイクルプロジェクト

SUWA±5μ- プロジェクト

ナノバブルによる貧酸素改善・
水産資源復活プロジェクト

産業連携推進室が行う連携支援 H24年度 産業連携事業補助金対象事業 産業連携事例

スマホ・ゲームを活用した誘客大作戦

すわなび＆技能五輪おもてなし企画

産業観光宿泊プラン提案

腕時計型ＧＰＳ機器を活用した健康増進プログラム

“食と職の創出” プロジェクト SUWA酒器プロジェクト

次世代自動車・ＥＶ充電器等の研究

温泉熱を利用した熱交換装置の開発

生ごみの水切り装置の開発

「食前諏訪サラダミニ事業」応援プロジェクト

信州衛星研究会への参画

医療・ヘルスケア機器研究会、
信州メディカル産業振興会への参画

ＬＥＤ技術による省エネ対策

トップセールスによる連携強化

「SUWAブランド創出」プロモーション事業

鳥獣被害対策実証実験

全日本製造業コマ大戦
諏訪圏工業メッセ『特別場所』サポート

6P 4P

5P



まずは
ご相談ください！

Step 1Step 1

連携体を構築します！
Step 2Step 2

新事業展開を支援します！
Step 3Step 3

連携の橋渡し・コーディネートや
仲間づくりの場をつくります！

地域の活性化・課題解決
SUWAブランドの創出

雇用の創出

資金が足りない

アイデアがあるがどうしたらいいか
分からない人
仲間を募って取り組みたいテーマが
ある人
SUWAブランド創出に興味がある人

販路を開拓したい・
使い手の反応を見たい
（テストマーケティング）

プロモーション支援

外部資金調達をフォローします
市 産業連携事業補助金
 限度額 100万円　経費 2/3 以内
 産業連携プロジェクトのサポート
国・県など 提案公募型補助金等
 支援策の紹介
 申請書作成のブラッシュアップ等

SUWAブランドを
カタチにしようプロジェクト

企画案発表＆仲間づくりの会

具体的プロジェクト編  →  P4、5、６

SUWAブランド研究編  →  巻末

We support industrial collaboration and promotion of you project!
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㈱ホテル紅や
年間150万人の集客がある
平日は3,000人／日（個
人・バス観光客）
休日は9,000人／日（バス
観光・グループ・家族連れ）	
	       が訪れる

繁忙期は
15,000人／
日を超える
利用者

諏訪地域を通過する顧客が
訪れる
東京方面→名古屋方面・松
本方面へ向かう顧客が多く
訪れる

連携支援の流れ

プロモーション支援 「SUWAブランド創出」プロモーション事業

SUWAブランドの発信拠点として客層の異なる「集客施設」をアンテナショップ化し、商品の開拓・開発、
テストマーケティングと効果的な情報発信により、ブランド価値の向上及び知名度アップを図ります。

SUWAブランド　アンテナショップでの取扱商品イメージ
・見せスジ…	 	連携により生み出された諏訪のイメージを想起するハイクオリティな高付加価値

商品、こだわりのものづくり製品、完成品
・売れスジ…	 	すでに認知度の高い諏訪のお土産、地場産品など
・儲けスジ…	 諏訪らしさを持ちつつも手頃な価格帯で購買意欲をかきたてる商品

SUWAガラスの里

連携連携

連携

SUWAブランド
アンテナショップ中央道諏訪湖

サービスエリア上り線
中央道諏訪湖

サービスエリア下り線

㈱信州諏訪ガラスの里
年間30〜35万人の集客がある
諏訪湖周辺を訪れた観光客（特
に女性の割合が7〜8割）が多
く訪れる

アルピコ交通㈱
年間150万人の集客がある
諏訪地域を通過する顧客が訪れる
安曇野・松本→東京方面へ向かう
顧客が多く訪れる



Achievements of our support
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支援実績一覧
プロジェクト名 連携事業概要 補助金・助成金等導入実績

SUWA ±５μ - プロジェクト 
（スワプラスマイナス５ミクロン）

「SUWAブランド」構築の一環として「東洋のスイスと呼ばれる
精密加工技術」、「時計」「御柱」など諏訪のイメージを製品に展開。
第一弾として、材料、デザイン、加工技術、販売ルート等にノウ
ハウを持つ異分野の連携により超高精度金属砂時計を製作し、新
たなニーズを引き起こす。

H24産業連携事業補助金（市）

諏訪サイクルプロジェクト 新しい諏訪圏の産業活性化の原動力として、“自転車”をテーマ
に“ものづくり”“たびづくり”“まちづくり”の３つの柱で「産
業連携」により各々プロジェクトを企画・実行・推進させる。

H24産業連携事業補助金（市）
H24・25緊急雇用創出基金事業（県）
H24・25地域力活用新事業∞全国展開プロジェクト（経産省）
H25信州の木活用モデル地域支援事業（県）
H25ソーシャルレバレッジ事業

「上野大根」産業連携活性化プロジェクト 

信州の伝統野菜「上野大根」は、一定のブランド力を持っている
にも関わらず、生産者の高齢化等により生産量が減少している。
農業体験ツアーや、漬物以外の活用方法の検討、キャラクターと
の連携等、新たな魅力向上に挑戦しながら、就農者を増加させる
施策について調査研究する。

H24産業連携事業補助金（市）
H25緊急雇用創出基金事業（県）
H25元気づくり支援金（県）

ナノバブルによる貧酸素改善・水産資源復
活プロジェクト

ナノバブル技術を持つ事業者と、水産資源に関する知見と実験施
設を持つ県水産試験場、貧酸素改善や水産加工品の開発に積極的
に取り組んでいる諏訪湖漁業協同組合、生態系等に造詣の深い信
州大学の連携により、貧酸素改善・水産資源の復活を図る。

H24産業連携事業補助金（市）

スマホ・ゲームを活用した誘客大作戦
市内企業による「諏訪姫プロジェクト」のゲーム開発と、諏訪市が構築中の「まち歩きナビ」が共にスマー
トフォン活用による誘客が期待できることから、連携の可能性を探った。（H24.4.18　参加者86名）のちに
公募により、諏訪姫が「すわなび」の公認キャラクターとなるなど、具体的な連携に繋がった。

すわなび＆技能五輪おもてなし企画
すわなび登録店舗から、“技能五輪サポート店”を公募し、ポスター＆桃太郎旗を提供。各店舗では、期間中
毎日7時に店内のお客様全員で選手に乾杯するなど、おもてなしの雰囲気を醸し出す企画を提案。（協力事業
者97社）

鳥獣被害対策実証実験
鳥獣被害を解決する手法を、地域企業の持つコア技術を活用し実証実験を行う。霧ヶ峰スキー場周辺、車山
肩、八島湿原出入口、大曲処分場溜池周辺等現地確認し、地形に合った方法を検討。農林課では、ストロボ
を使った実験を行った。

産業観光宿泊プラン提案
工場見学のみの産業観光では製造業者のメリットが見出しにくいため、宿泊事業も手掛けるグループ会社が
窓口となるテクニカルビジット（視察旅行・行政視察を含む）や、エプソンものづくり歴史館や「SUWAブ
ランド」商品と連携した産業観光を提案中。

腕時計型 GPS 機器を活用した健康増進プ
ログラム（民間事業者の技術導入型連携）

市内企業の開発した技術を、市民の健康増進に活かすため、健康増進施設や飲食店、市保健センターと連携
した健康増進プログラムを検討中。

植物工場と福祉施設の連携による“食と職の創
出”プロジェクト（民間事業者の技術導入型連携）

諏訪広域連合救護施設で植物栽培ユニットを導入。入所者の就労支援にも繋げるとともに、将来的には栽培
した野菜の販売も検討。

LED 技術による省エネ対策
（民間事業者の技術導入型連携）

既存の水銀灯設備をそのまま活かしＬＥＤに置き換える技術を市庁舎水銀灯に導入し、省エネ実現

次世代自動車・ＥＶ充電器等の研究
ＥＶ充電器と自販機設置をパッケージ化した提案がなされ、庁内関係部署による数回のミーティングを行っ
た。今後は、国・県・諏訪６市町村等の動向や技術開発の進展を見極める必要あり。なお、H25に総務課に
て公用車にＰＨＶ（プラグインハイブリッド）・ＥＶ（電気自動車）と電源設備を導入した。

信州衛星研究会への参画 航空宇宙分野等、最先端の情報を収集するため、研究会に参画

医療・ヘルスケア機器研究会、
信州メディカル産業振興会への参画

医療・ヘルスケア関係の情報を収集するため、研究会に参画

キャリア教育推進連携表彰サポート 地域密着型ものづくり講座・相手意識に立つものづくり科等に関するエントリーシート作成を支援し、H24
最優秀賞（文科省・経産省）の受賞に繋がった。

全日本製造業コマ大戦　諏訪圏工業メッセ
『特別場所』サポート

ＦＬ（ファクトリーレディ）を中心に実行委員会を結成し、諏訪圏工業メッセにて全日本製造業コマ大戦を
開催。直径２㎝というサイズが諏訪のものづくりにマッチしており、ここで生まれたコマを、ＳＵＷＡブラ
ンド商品として発信していく。

「食前諏訪サラダミニ事業」応援プロジェクト サラダ用オリジナルプレート（皿）・ドレッシング等の開発
健康推進課「食前諏訪サラダミニ事業」との連携

ＳＵＷＡ酒器プロジェクト
諏訪地域の「精密加工技術」や醸造業といった製造業と、宿泊施設や観
光施設との「連携」、“作り手”と“使い手”の「連携」により、「人の
五感を広く使って」「楽しく」「おいしく」飲むための酒器を開発する。

H25新商品・新サービス開発支援事業
（経産省）

「SUWA ブランド創出」プロモーション事
業（産業連携の出口支援）

「SUWAブランド」の発信拠点として客層の異なる『集客施設』をア
ンテナショップ化し、商品の開拓・開発、テストマーケティングと効
果的な情報発信により、ブランド価値の向上及び知名度アップを図る。

H25起業支援型地域雇用創造事業（県）

（平成25年9月末現在）

→詳細は4Pへ

→詳細は5Pへ

→詳細は6Pへ



Case of SUWA plus or minus 5 micro- project

製造業

㈱小松精機工作所

SUWA
ガラスの里
（コア企業）

メンバー
企業

連携室

メディア お客さま

NIMS
東北大学
産総研
㈱エイワ

中央道
諏訪湖 SA
下り線

㈱ KST 小松精機工作所
子会社

株式会社ホテル紅や

SUWAブランド
アンテナショップ

テストマーケティング
限定商品

「SUWA±5μ-」販売

超微細粒鋼部品製造／製図＋プラ
スチックモデル製作／各部品加工
／超高精度金属粉末製造

㈱松一
外装部研磨／金属オリフィス製造
／高窒素ステンレス材調達

ZEST
製品デザイン／パンフレット、包
装デザイン手配

コバルトクロム材調達
高精度砂時計組立

専
門
分
野

連
携
構
築

サ
ポ
ー
ト

取
材
依
頼

販売

売上・認知度UP

製品

サ
ポ
ー
ト
依
頼

素材供給

製品デザイン

製品・メンバー
企業のPR

製品供給

学術的検査
インテリジェンス

ガラス素材供給
販促品・包装デザイン

加工
部品
供給

小売業

外部協力

「挟分布金属粉体」を使った砂時計が商品化できました！商
品化に必要なデザイナーや新規の素材調達先、販売先などの仲
間が連携室のサポートで見つかりました。完成品を手がけること
で技術を見え易く伝えることができるという効果も大きいです。

50個限定販売の予定が、メディアで紹介された
こともあり予想以上の注文がありました。急遽生
産数を100個に増産。1個 ¥42,800。製品開発
のストーリー、新技術、新素材などのうんちくは
同封されている USBメモリに記録されている。
購入者は、希少な砂時計を買う喜びだけでなく、
モノづくりの知識を得ることもできる。

㈱小松精機工作所　小松隆史さん

販売・サービス業のメンバーから、製造業では知りえなかった
小売業ならはのノウハウを聞けること、直接お客様の声や反応
を聞けることは異業種で連携したからこそ得られたことです。

㈱松一　松澤正明さん

補助金のほとん
どが製造業の為の
ものと思っていま
したが、連携する
ことで小売業やサー
ビス業でも活用でき
るんですね。また、
ものづくりの現場を
見たことでお客様へ
の話題もこれまでに
ない話しができまし
た。製品のスト－
リー、コダワリや
情熱を伝えること
ができました。

ホテル紅や
中央道諏訪湖

サービスエリア
柘植達也さん

卸す側、仕入れ
側と仲間内で交渉
する中、通常なら
利害関係が生じる
中、連携室からの第
三者の視点がありプ
ロジェクトとしての
利益を考えて判断し
ていくことができま

した。

SUWAガラスの里
岩波尚宏さん

ZEST　川上良一さん

砂時計のデザイ
ンやパッケージデザイン

などを担当しました。この
商品を手がけたことを新聞
やテレビで見た方から、新
たに仕事の依頼やお問い
合わせがありました！

きょうぶんぷきんぞくふんたい

おろ

●資金調達として
　補助金申請サポート
産業連携事業補助金（市）
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42,800円の砂時計が、あっという間に100個売れるとは思いませんでした。連携室で
SUWA±５μチームを結成する仲立ちはさせていただきましたが、この結果を導き出したの

は参画事業者の実力と魅力に他なりません。「精密、硬派、そして伝統を守りつつ新しいモノ好きという諏訪人の
気質」をブランドイメージとして製品に展開し、“質の高いお客様 ”を掴むことに成功しました。
時間を正確に測ることが目的であれば、砂時計など必要ありません。この砂時計に込められた技術や物語（ストー
リー）を買っていただいたのです。「被災地である岩手県釜石市で開発された新しい材料を、諏訪の技術を使って
加工する」といったビジネスモデルにも共感いただいたのかも知れません。次の展開として、この “質の高いお客
様 ”をターゲットとした産業観光ツアーも企画し、ファンを増やしていきます。

スワ プラスマイナス 5ミクロン
諏訪地域のイメージを製品化に展開する。第一弾は、砂時計。

連携室のコメント

連携マップ



Case of Suwa Cycle Project

木製フレーム自転車

木龍 Moccle
安田マサテル×ワタナベ塗装×
長野県工業技術総合センター×
地域資源製品開発支援センター

サイクルステーション・
サイクルオアシスの設置

御田町／紅やマリーナ
／ SUWAガラスの里

サイクルバスで訪ねる
初夏の諏訪モニターツアー

諏訪湖ぐるっと
サイクルマップ

東京大学
×

お茶の水女子大学
×

COE事務局

パンフレット制作・配布

連携室×スワクル

単眼鏡

携帯・スマートフォン
充電機装置

「ハブダイナモ」

信州産レザー
サイクルグッズ

新自転車用
変速機

スワンアスロン
世界大会

ツーリング
エンデューロ

in 諏訪

ライト光機
×

ワタナベ塗装
×
kiitos

連携室

広報

たびづくり
（観光）

まちづくり

ものづくり
（工業）

取材／番組制作 PRESS 発表

メディア諏訪圏工業メッセ出展
長野技能五輪出展

LCV情報番組「Plus Bicycle」

●技術者紹介・事業者紹介

●資金調達として補助金申請サポート
・産業連携事業補助金（市）
・地域力活用新事業∞全国
　展開プロジェクト（経産省）
・緊急雇用創出基金事業（県）
・信州の木活用モデル地域支援事業（県）
・ソーシャルレバレッジ事業
　（クラウドファンディング）

連携構築サポート

サ
ポ
ー
ト
依
頼

工業デザイナー

堀内智樹さん
（ケルビム）

渡邉俊也さん
（ワタナベ塗装）

安田マサテルさん
（Kinopio）

大蔵信一さん
（エー･アイ･エヌ）

渡邉妃佐さん
（kiitos）

塗師 事務局

スワクル プロジェクト＆ブランド コントロール

コンセプト／企画／デザイン

自転車ビルダー IT･プログラマ

宮本幸久さん
インダストリー
ネットワーク ）（

R&D 製品開発製造

キッズ向け
ダンボールキックバイク
ワタナベ塗装×kiitos×林紙器

H2DO一級建築士事務所
×

スカラバイク
×

安田マサテル
×

ワタナベ塗装

サイクルベンチ

「クロスベンチ」

㈲ワタナベ塗装
渡邉俊也さん

kiitos
渡邉妃佐さん

ケルビム
堀内智樹さん

連携室の支援もあっ
てプロジェクトの活動
が順調に進んでいます
が、この支援をステップ
に自立できるプロジェク
トへ成長していくことが
次の目標です。

連携室には、行政な
らではのネットワークの広さ情
報の多さがあり、何をするにも
“つて”ができることが有り難
かった。イベントも民間が単独
で行うよりも行政がついている
ことでメディアからの注目度・
取材量も格段に大きかったこと
がメリットでした。行政の強
みを最大限に活かした民間
事業者との関わり方だと
思います。

当初、リーダーシップを欠いた苦しい活動が続いた
が、連携室は良く支えてくれました。官民の垣根を超えなけ
れば意味さえ失う難しい事業からは多くを学ぶことが出来ま

した。やはり何事も“人”に尽きます。
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平成24年、連携室の「ＳＵＷＡブランドをカタチにしようプロジェクト〜企画案発表＆仲間
づくりの会」（H24.1.18.）で、堀内リーダーより自転車による地域活性化を熱く語っていた

だいたことがきっかけで賛同者が集まり、諏訪サイクルプロジェクト（スワクル）が立ち上がりました。木製フレー
ム自転車（もっくる）の開発に始まり、各種イベントを仕掛けながら観光客を呼び込み、自転車と共に座れるクロス
ベンチを諏訪湖畔に設置するなど “ものづくり ”の力を “たびづくり ”や “ まちづくり ”に活かしていくという方向
で試行錯誤してきました。自転車乗りに優しいサイクルステーション・サイクルオアシス（空気入れや簡単な工具を
借りられて、サイクリストがちょっと困ったときに便利なスポット）の設置も少しずつ進み、お役立ち情報として
「諏訪湖ぐるっとサイクルマップ」を作成することもできました。まさに “民間主体の公益事業 ”の実現です。

諏訪圏の産業活性化の原動力として「自転車」をテーマにし、ものづくり・たびづくり・まちづくりの
3つの柱でプロジェクトを企画・実行・推進していく。

連携マップ

連携室のコメント



Case of the Projects to reinvigorate Ueno White-Radish through industrial collaboration

上野農事大根組合
組合長
平林正一さん

農業コンシェルジュ
脇坂真吏さん

ホテル紅や
名取ひろ子さん

諏訪市農林課長
大舘道彦さん

ツアー
参加者

諏訪姫の活動のひとつと
して「上野大根（品名：諏訪湖姫）」

の PR をしています。諏訪圏外からも
お客様が見えているので手が足りない
所をボランティアで手伝っています。

農業の中で、製造業が提案できること
がないか、開発の種探しも兼ねて

います。

栽培体験ツアーや朝大
学、小学校の受入など、不慣れな人に
畑へ入ってもらうのは大変ではありま
すが、大根の生産数より地区の活性化
になれば良いと思いました。東京から
も地元からもこんなに大勢の人が来る

とは思ってもいませんでした。

農林課では他部署と連携して何か
するようなことはこれまでありませ

んでした。初めて連携室のサポートで、
庁舎内外の色々な人との接点や事業展開が
できました。上野地区も上野大根の衰退

化もなんとかしたいと思うので、地区
の皆さんと考えていきたいです。

諏訪で暮らそうか検討
中です。畑を持ち宿泊業

を実現できたらと思いま
す。大変めずらしい大根
と聞いたので、収穫して食
べてみたいと思い参加
しました。

テレビのニュースを
見て、来年は小学生がい

なくなる地域と聞き、自分
達で何かできることはない

か考えたところ、上野地区
で総合学習の時間に大

根づくりをするこ
とにしました。

地域の人にとってあたり
前のことでも、地域以外の人から見

れば非日常の世界です。お互い他地域
の価値を認め合いつつ、非日常を交換

していく機会をつくっていく、発掘
していくことが地域活性化の

カギだと思います。

新たな食べ方で県
内外にもっと上野大根

の名前を発信し、おいし
い諏訪を知って頂き

たいです。

㈱ピーエムオフィスエー

諏訪市農林課

豊田小学校

うめえもん市実行委員会
×

市民・漬物事業者

信州諏訪みそ天丼会
いずみ屋丸の内朝大学

農業コンシェルジュ脇坂さん
朝大農園サークルメンバー

盛谷製麺
田毎庵（飲食店）
ホテル紅や（宿泊施設）

諏訪市の公認キャラクター「諏訪姫」とコラボによる商品化

上野大根栽培体験ツアー

漬物技術の伝承
上野大根ぬか漬け講習会

信州諏訪みそ天丼
×上野大根メニュー

信州そば×上野大根メニュー
新メニューの開発

上野大根栽培
体験プログラム

連携室

上野農事大根組合
（大根の生産）

上野大根加工組合
（大根の加工）

販売

観光
グリーンツーリズム

農業
新規就農者促進活動

商工業

食文化
郷土食

●資金調達として補助金申請サポート
産業連携事業補助金（市）
緊急雇用創出基金事業（県）
元気づくり支援金（県）

諏訪姫「上野大根バージョンのフィギュア」
上野大根諏訪湖姫 おたくあん

連携構築サポート

サ
ポ
ー
ト
依
頼

諏訪市農林課
（諏訪市農業技術者連絡協議会）

6

「上野大根」産業連携
活性化プロジェクト
産業間の連携による様々な事業展開により信州の伝統野菜「上野大根」の魅力向上と就農者の増加をはかる。

「上野大根」ってご存知でしたか？信州の伝統野菜にも認定されている大根で、諏訪市豊田
上野地区で作られています。地元では一定のブランド力を持っているので、ある程度の価

格帯を保っており、地元の消費だけでも作れば売れるという状況があるにも関わらず、生産者の高齢化等により大
根・漬け物の生産量が減少しています。
そこで、意識が高い地元の商工業者・宿泊業者や外部サポーターの協力を得ながら農業体験ツアーや、漬物以外の
活用方法の検討、キャラクターとの連携等、新たな魅力向上に挑戦し、上野大根のブランド力を活かし就農者を増
加させる施策について調査研究しています。

連携室のコメント

連携マップ



What is  "SUWA Brand" ?

S
U
W
A
ブ
ラ
ン
ド
と
は

ＳＵＷＡブランドの発信
「ブランド」とは、事業者が発信し
た製品やサービスをお客様が評価し、
認知されて初めて成り立つものです。
ブランドを発信する主役は諏訪の事
業者となりますが、「SUWAブラン
ド」は、“諏訪の事業者の価値を支え、
高めるものでありたい ”と考えます。
そこで、産業連携推進室としては、
諏訪の事業者による価値やサービス
の提供が一つでも多くブランドとし
て認知されるよう支援させていただ
き、ブランドの集合体が織りなす地
域全体の魅力＝SUWAブランドと
しての定着化を図り、「SUWAブラ
ンドっていいね！」と言ってもらえ
るような発信をしていきます。

ブランドイメージは、最終的に生産者が作れるもの
ではなく消費者に選ばれて後からついてくるもので
すので、諏訪を想起させるイメージを十分活用し、
製品のストーリーや物語を組み立て、磨き上げ、継
続して発信することが重要となってきます。

1 魅力づくり
商品力、サービス力の磨き上げ

「SUWAブランドへのステップ」

2 伝える
継続した刷り込み／デザイン／コピー
ライティング

3 統合する
それぞれの産業やサービスを一本に
つなげる／共通マーク

4 つながりたくなる
仕組みづくり
中心となるプロジェクトが良いイメージを
発信し続ける／「ココとつながっていたい」
という気持ちにさせ、輪（＝和）を広げる

農林漁業・商業・工業・観光といった産業間の連携
が可能な地域である、ということも、ブランドその
ものだと言えるかも知れません。産業連携による
『磨き合い』からも、新たな「SUWAブランド創出」
が期待できます。

ブランドづくり＝顧客とのコミュニケー
ションの最短化
ブランドづくりは、企業で言えば “会社の方向性を
明確にする作業 ”となりますが、多くの要素を盛り
込もうとしますと、かえって方向性が見えにくくな
ることもあります。そこで、戦略としては “略すこ
と”、“省くこと”、“いかに明確化するか”が重要に
なってきます。すなわち、ブランドづくりとは、顧
客とのコミュニケーションの最短化を図る行為であ
り、顧客とのコミュニケーションを最短化するため
には、効果的な情報発信・プロモーションが必要で
す。産業連携推進室は「SUWAブランド創出」の
お手伝いをさせていただきます。

Information
諏訪市経済部産業連携推進室　産業連携推進係	 〒392-8511 長野県諏訪市高島1丁目22番30

TEL：0266-52-4141（内線451）	 	 FAX：0266-58-1677
Website：http://www.city.suwa.lg.jp	 	 E-mail：sangyorenkei@city.suwa.lg.jp
この事業は平成25年度緊急雇用創出基金事業を活用しています。	 協力：一般財団法人日本立地センター H25.9.	1,000

ものづくり

諏訪市経済部産業連携推進室

諏訪 6市町村の行政や国・県、商工会議所・商工会、（公財）長野県テクノ財団、
NPO諏訪圏ものづくり推進機構などの産業支援機関とも連携

SUWAブランド創出

自然・歴史文化・観光 食文化

東洋のスイス

諏訪湖・霧ヶ峰 信州そば・寒天

清酒・味噌
上野大根 かりん・

わかさぎ
御神渡り・花火

諏訪大社
・御柱 温泉・健康

シルク

時計・カメラ・
オルゴール

精密機械・
加工技術


