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福嶋祐子（ http://meets.jp/
）

こんにちは。福嶋祐子です。
２００４年２月２７日（金）２
８日（土）の二日間開催された
『Ｗｅｂマスターサミットｉｎ
ふくい（以下、サミット）
』が、

「ナゼ福井で、のべ８００人も
動員できたのか？」をお話させ
ていただきますね。
まずは、その結果から。
（講演の「動画」
・講師の「声」
が 聞き た い方 は 、 公 式サ イ ト
http://www.websummit.jpで
お楽しみいただけます。
）

● 特別セッション・基調講演
ゾーン１ ３６０名
ゾーン２ １５０名
計
５１０名
● 有料セミナー ※有料入場者のみ
Ａパート ９９名 当(初定員６０名 )
Ｂパート ９７名 当(初定員６０名 )
Ｃパート ６５名 当(初定員６０名 )
Ｄパート ６０名 当(初定員６０名 )
計
３２１名 当(初定員２４０名 )

参加者数合計（延べ）
：８３１名

※ゾーンと各パート参加者には重複があり延べ
参加者人数。
※どっと混む（後述）のメンバー等、運営協力
者はカウントされていませんので、実質的な入
場者数と言えます。
※参加者の福井県内と県外の比率は約７対３

次に、少し自己紹介を。
私自身は、大阪出身の大阪育ち。社会人生活

を神戸で過ごしていた関西人です。結婚した人
がたまたま福井出身だった縁で、０１月年５月
に福井に当時１歳目前だった上の子と３人で引
っ越しまして、まだ福井歴は３年弱。その前は
会社員として、ホームページ制作やレンタルサ
ーバーを運営していた会社に在籍していました。

小さな会社でしたが、逸品・森本さんやイー
ジー・岸本さん、なども、お客様としてサポー
トさせていただく機会があり、
今にして思えば、
や osmc.ne.jp
のドメイン申請をし
easy.ne.jp
ていたのは、
実は私なのでした。
懐かしいです。

皆さん真剣！
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■開催までのドキュメント
１．そもそも、なんでやることになった

活動は、ＭＬでの交流（激しい日は、日に百
通ペース…）をベースに、勉強会の開催、そし
て大事な飲み会（笑）などを定期的に実施。
毎年、年末には解散し、毎年少なくないメン
バーが入れ替ることで、スムーズな新陳代謝が
行われています。また、会長の選出についても
再選禁止規定があり（会長は毎年変わります）
、
会運営のマンネリ化・硬直化を招かないよう注
意が払われています。また、
「会長独裁」のスロ
ーガンのもと、運営内容には会長のカラーが色
濃く反映されるのも面白いところです。

１０月２４日（金）
今後取り組むテーマを整理しま
した。
大木＠支援センター

１０月２７日（月）
マスター会議 ふくい（仮称）
について
大木＠支援センター
さらに、充実した案が投稿されました。まだま
だ、たたき台の状態。

このときに大木さん作の私案が投稿され、サ
ミットは、記念すべき二歩目を踏み出します。
この後「ぜひやってみたい」という投稿が相次
ぎました。

たとえば 、カ ンファレンス形式で、ある程度ま
とめて勉強する機会を設けるっていうアイデ ア
はどうですか？

:
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私は、どっと混む勉強会講師として０３年３
月に「メディアが取り上げるプロモーション術
とは？」を講演させていただいた事がきっかけ
となり、がんばっているショップさんの応援が
できればと、その７月に入会したのです。
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受講生の多くがどっと混むメンバーであり、
サミットのことも話し合おう、と事前にＭＬで
流れていたため、オープンな飲み会に。私も参

１０月２９日（水）
支援センターが主催するメルマガ講座の終了
飲み会が、三国の民宿「おおとく」さんで開催。

n
i

そして、直後の１０月に「来年の勉強会、ど
んなのやりたい？」という話になったときに、
会の事務局兼サーバー提供の「サーフボード・
）
」の投
田嶋さん（
稿が、口火を切る直接のきっかけに……。
１０月２２日（水）
今後取り組むテーマを整理しました。
田嶋節和
このとき、
あがっていたテーマは様々で約３０。
どれもこれも、魅力的でした。
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の？～それは、１０月突然に？～
まず、イベントの企画運営を中心的に担った
「福井インターネット通販研究会
（通称どっと混む FUKUI
、以下、
どっと混む
）
」
http://www.surfboard.co.jp/shop/
という団体についての説明をせねば
なりませんね。
どっと混むは、９９年に発足した
任意団体で、初代会長はこちらでも
おなじみ「米五のみそ・多田さん」
。サミットの
主催団体である「財団法人 福井県産業支援セ
ンター（以下、支援センター）
」主催のセミナー
事業で出会った県下のウェブマスター数名が、
引き続き交流していこう、と意気投合したこと
がきっかけに発足しました。
福井で「ネットショップをがんばるぞ！がん
ばってるぞ！」という方が経営者から担当者ま
で、個人として参加しており、現在では４０名
を越えるＷｅｂマスター集団になっています。
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加しまして、講師を勤めていたえとコミ塾の廣
川さん・床さんと初めてお会いする事に。
ここでは、細かい内容について議論したとい
うよりは、開催に向けての熱い思いや、協力の
意思が参加者から表明されました。また、ここ
に集まったメンバーの多くが、サミットを支え
るコアメンバーになったことを考えると、この
飲み会が、いわゆる発起会の役割を果たしまし
たといえるでしょう。

Ｌがどっと混む会員ＭＬとは別に作成されまし
た。イベント名称も、かなり最終形に近くなっ
てきました。（最後にこの名称でひともめあるの
ですが…苦笑）

２．やるぞ！でも準備は山盛り、さぁ何か

ら？～難航するプログラム作り～

１０月３１日（金）
ウェブマスターサミット 福井
（仮称）について
大木＠支援センター
まだまだ私案とことわりつつも、かなりまとま
った大木さんの力作が投稿される。
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この時点では、
なんと、
会場は６つに分かれ、
対象は初心者から実践者、ウェブ制作のデザイ
ナー向けから技術者向けまでと幅広いものでし
た。

１１月５日（水）
全体プログラム第一案が、大木さんから提出
される。
ミーティングでの意見を反映したもの。

十名弱のメンバーが集まり、支援センター IT
推進室の皆さんも参加され、ブレインストーミ
ング。

１１月３日（月）
準備に向けて、第一回ミーティング実施＠産
業支援センター
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福井（仮

大盛況だったゾーン１会場
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また、飲んだ勢い（私自身は、雰囲気で酔っ
ぱらう下戸…）も手伝って「基調講演は、ほぼ
以下、
日刊イトイ新聞（
ほぼ日）の糸井さんでしょう！」で盛り上がり
ます。そして、今にして思えば、
「かに・かに」
って連呼していた床さん… 笑 。
１０月３０日（木）
ウェブマスターサミット
称）について
大木＠支援センター

飲み会での意見も参考 に、骨子作りますね。な
んだか御輿 に担がれて、降りられなくなってま
す 笑

)
(

というコメントのとおり、さぁ船が出たとい
う状況。この日、めでたくイベント準備用のＭ
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１１月６日（木）
この前後で、大木さんは、毎日のようにプロ
グラム案を改定しては、サミットスタッフＭＬ
に投稿。試行錯誤が続きます。そんな中、私が
サミットスタッフＭＬの方へ投げかけたこと。
ごあいさつ 笑( )
Subject:
福嶋祐子
From:
これまでのや りとりで、気になったことは、私
自身は、開催の 目的で一番大事なところは、
１．近県の人が参加しやす い
２．全 国から人を呼ぶ
だと思っていたのですが 、どうも、
１．全 国から人を呼ぶ
２．近県の人が参加しやす い
のような？？？？と、感 じてきて、方向性が見
えなくなってきま した。
どちらを重要視するか、ですが 、今まとまって
きたプ ログ ラム案を見る限りでは、どっちも。
って感 じですよね 笑( )
これは、すぐに前者でしょう！と、再認識。
全国から人が集まって欲しいけれど、それはや
はり、副産物。まずは、初志であった「自分た
ちが話を聞きたい人を、福井に」これを素直に
実行すればいいのでは、という意識がたかまっ

てきました。
しかし、このあたりで、一度ＭＬへの投稿は
停滞期を迎えます。様々な思いを１つにまとめ
る事の難しさが、徐々に顔をだしてきた頃でし
た。
１１月２１日（金）
Subject: WEBマ ス タ ー サ ミ ッ ト の 進 捗 は
田嶋節和
From:
サーフボード田嶋さんから、絶妙なツッコミが
入ります 笑( )
そして、大木さんより
サ ミットの企画ですが最初の構想より、ちょっ
と小さくなっちゃ いま したが 、だいぶまとまっ
てきたと思います 。
（っていうか、もうきめなくちゃ いけないんで
すけどね）
今の分類はこんな感 じ
■地域製造業（食品系 ）実践事例
■地域製造業（工業系 ）実践事例
■小売 ・卸売業実践事例
■宿泊観光業実践事例
■地域伝統工芸業実践事例
■ニッチ ビジネス実践事例
あれ～、まだこんな事言ってます 笑( 。)開催

予定日まで、もう２ヶ月目前！こんな事で間に
合うのか……。
１１月２２日（日）

マスタサミットの進捗は
Subject: Re: WEB
田嶋節和
From:

１）産直 、こだわりネットショップ事例発表と
討論
２）製造メ ーカのＷＥＢ活用事例発表と討論
３）宿泊、サ ービス業のイ ンターネット対応
４ ）ＳＯＨＯのネットビジネス事例発表
の４つのテーマに絞っても良 いように思います 。
（あーーー、大木さんはテーマをもっと多く し
たいと考えているのかな？）

１１月２６日（水）

シンポジウム
Subject:
はんこねっと小林照明
From:

はんこねっと 小林です 。
込山さんの 日記を読んでいらっ しゃる方もたく
さんおられますが 、
「地域サイ トネットワーク
キックオ フシンポジウム 」に参加したらどうで
しょうか？
福井 にお招きするのなら、まず はこちらから当
たりをつけに行くのもよいのでは・・・・

来ていただくには、自分たちがまず出かけな
くては！というナイスな提案が、のちに次期会
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３．予算の心配はなくなった

ここでは、サミット開催への全面的な協力が
メンバーの全員一致で了承され、どっと混むの
サミットへの協力体制が正式に整いました。

長にご指定される小林さんから投稿されました。 ベント実現のために、気持ち前倒し日程での実
施でした。ここまでにできあがっていたプラン
を元に、飲みながらの大宴会で激論！

敏感肌向けスキンケア・アピナス内田さんが、
東京出張に合わせて、東京会場で参加。
大阪会場には、小林さんをはじめとして５名
が、参加することに……。

ゾーン２会場

<

>

この時点でようやく予算などの大枠ができあ
がってきます。お金回りは、支援センターにお
任せで進める事ができる、という事であり、ど
っと混むとしては、資金に関しての心配はなく
なりました。

昨 日はお世話になり、
ありがとうござ いま した。
サ ミットの件、実施方 法および予算など骨格に
つ いて、
本 日、
センター内の了解がとれま した。
いろいろご意見をいただきありがとうござ いま
した。

そこに愛はあるか
Subject:
大木＠支援センター
From:

１１月２８日（金）

～キーワードは 愛 ～

｣
｢

１１月２７日（木）
どっと混む忘年会＠グランディア芳泉（芦原
温泉の老舗で、予約係の工藤さんがメンバー）
泊まりで開催。この席でめでたく時期会長が、
「はんこねっと小林さん」に決定！
本来ならば、毎年１２月開催のところを、イ

また、支援センターの人員を最大限当日の受
付対応に出される事になり、「受付のお手伝いを
どっと混むで行うなら、みんなセミナー受講が
出来ないのでは？」という不安も払拭されまし
た。

そこに愛はあるか
Subject: Re:
大木＠支援センター
From:

サ ーフボ ード田嶋さん
■
>いろいろな予算配分 に紐付きが絡んで大変
なのですね。
意
>見を言 うのは簡単だけど、まとめて いくの
は大変だと思います 。大木さんご苦労様です 。

本当は、予算要求のときに「サ ミットをする」
って言って、予算確保するのが本筋なんですけ
どね（笑）
そうすればこんなことで苦労することはなくて、
入場料無料とかにもできたかもしれないです 。

でも予算要求って、１年以上前に要求 しないと
いけないのでそのうちに熱意が冷めてしまった
り、ニーズが変化したりすることは良くあるこ
とです 。

また、実施までに担当者が変わってしま い、趣
旨が引き継がれないといったことも起こりえま
す。
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それと、予算額が決まることで、実施すること
が義務になっちゃ うと、今みたいに「別に要望
がなければや らない」とか無責任なこともいえ
なくなるし（笑）←冗談です 。ちゃんとや りま
す。
や ることが義務になっちゃうこと。こういうイ
ベ ントって、面白いものにならないと思うんで
すよね。
今 回のや り方はイ レギュラーかもしれないけれ
ど、ホ ントにや りたい時に、や りたい人がや る
ということで、必ずや面白いものになると思っ
ているのです 。
おっと、話が横道にそれま したが 、とにかく今
回のイベ ントは、自分達のや りたいことを、楽
しくやれればそれでいいかな、
と思っています 。
大村会長、小林新会長をはじめとした、どっと
混むのみなさんどうぞよろしく＆楽 しくや りま
しょう。
ここで大木さんから、テーマとして「そこに
愛（こころ）はあるか」という本誌読者なら、
思わず「ニヤリ」とするようなキーワードを盛
り込んだ提案がでました。最終的に、イベント
のテーマとしては却下されたものの、サミット
の裏テーマとして常に意識されることになりま
す。

１１月２９日（土）
キーワードについての説明
Subject:
大木＠支援センター
From:
まあ、
「テーマは「そこに愛はあるか」でどう？」
っていわれても反応 しづ らいのかもしれないで
すね（笑）
でも僕は、今は、このテーマしか考えられない
（笑）いいテーマを見つけられてご機嫌です♪
（顔に似合わないけどね）
このテーマの意 図を説明しますね。
ミーティ ングの時だけじゃなくて、その後の忘
年会 、飲み会（４時まで！）での話でもそうで
すが 、やっぱ り最終的に、
「商品への 」
「お客さ
んへの 」
（もっとあるかもしれませんが ）愛とい
うか真心というか誠実がないと、ニセモノ にな
る。
もちろん、その商品を愛するお客さんに売 りた
いってものあるし。
現在 、売るためのノウハウがあふれて、ともす
ると、それに流され縛られ肝心の愛（こころ）
を忘れそうになります 。
愛がなくても、それを表現すれば売れるという

今の風潮。そのところを皆さんも感 じられてい
て、
「何となく居心地の悪い」感覚を感 じられて
いるのではないかな。

一時的な売 り上げ増でなく 、
継続していく には、
やっぱ りこころをベ ースにしながらノウハウを
展開しないといけない。

そんな思いを込めたテーマです 。
だからテーマは「そこに愛（こころ）はあるか」
でもいいんです 。

愛がないと、メルマガも１週間に１回だせない
でしょう？（笑）

ああ、
「お金への愛 」ってのもあるから、それは
それで一時的に行動する大きな動機にはなるけ
ど、それは長くは続かない（笑）

特に、福井のショップオ ーナ ーは、お金 に困っ
ている人は少なそうだから、お金以外の愛がな
いとだめで しょう？そんなことな いです か？
（笑）

１２月１日（月）

マスターサミット発進
Subject: Web
大木＠支援センター
From:

ほぼ最終版のプ ログ ラムです 。
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詳細は変更する場合があると思いますが 、骨格
は変わらないと思います 。
一応 、この資料で、明日から各講師にアポイ ン
トを取っていくつもりです 。
この時点でのプログラム内容に盛り込まれ、最
終的に消えたものとして
・クリエイター向け、 Web
サイトのユーザビリ
ティ指南
・デジカメ撮影テクニック講座
・ Web
クレーム博覧会
・基調講演（会場を分けず、全体に聴講してい
ただく大がかりなもの）
Ａパート会場

>
<

３．講師候補の皆さんへの交渉開始

<

などがありました。

～なかなか決まらない基調講演～
やっと、講師への正式な交渉ができる！
ここで、私は、目玉となる「基調講演」
「大手
モールがっぷり四つ対談」枠の段取りを担当す
ることになります。
基調講演は、大木さんや私が「ほぼ日」のフ
ァンだったことから無謀にも、
「糸井さんを、福
井へ呼ぼう！」と、奮闘（ちなみに、ＩＴ推進
室メンバーでは何名か
「ほぼ日スケジュール帳」

を愛用している）
。

ほぼ日コンテンツにイラストを提供している
ハー・ストーリィ（ http://www.herstory.co.jp/
）
副社長でイラストレーターさとうみどりさんへ、
協力をお願い。２通ほど、代表メールアドレス
宛に切々と思いを訴えたメールを送ります。さ
とうさんからも「ぜひ、実現に協力を！」と援
護をいただき、お返事を期待して待つ日々。

また、モール大手のセッションでは、粟飯原
さんを福嶋がご指名。これは、モールの方に集
まっていただく提案をしたときから、漠然と頭
にあった布陣。
（単に、久しぶりに粟飯原さんと
会いたかった、という話もありますが… 笑( ）)

１２月３日（水）
京開催ＬｉｓＮＥＴシンポジウムへアピナス
内田さんが参加。

マスターサミット・宣伝して
Subject:] Re: Web
きましたよ。

一般の参加者 には手当たり次第に２月にあるこ
とを宣伝しま したが 、一様に関心を引きつつも
「何で福井で？」と言った感 じでした。

口で言っただけでは忘れられるので、１月８日
の大 阪セミナ ーでのＰＲでは、名刺サイズ のカ

All rights reserved.

8
COPYRIGHT ©2003-2004 ネットショップ・マーケティング・マガジン
【発行 2004.3.31 第 9 号】

ネットショップ・マーケティング・マガジン 第 9 号
特別特集 Web マスターサミット in ふくい裏側徹底レポート

ードにキャッチ コピーとＵＲＬを書 いたものを
用意 し、配布 しながら話したほうが良 いかと思
います 。
１２月５日（木）
打ち合わせ
やっと、プログラム案が、固まってくる。し
かし、この時点でも講師は未定がほとんど…。

Ｂパート会場

<

>

１２月８日（木）
大阪開催 LisNET
シンポジウムへ多数参加。
会場では、名刺サイズ告知カードを配布。行き
帰りの電車ではずっと打ち合わせ。

１２月６日（金）
糸井さんがダメだったときの次点講演者探し
が本格化（涙）
。
１２月１９日（金）
糸井事務所からお断りのメールが入る。いっ
たんあきらめたものの「ネット中継という形で
でも！」と、食い下がる福嶋！（我ながら、し
つこい）
しかし、やはり玉砕。あまりに多忙で、とい
うのがその理由ですが、貧乏イベントだと開き
直って、あの糸井さんに３０万円の講師料（し
かも交通費込み…）でお願いしようとしたふて
ぶてしさは、今振り返っても自分にあきれてし
まうほど 笑( 。)東京糸井事務所のＯさま、その
節は、ご迷惑をおかけしました……。
ただ、さすがに開催２ヶ月を切ろうとしてい
るこの時点で、基調講演の講師が決まっていな
いのは非常にあせりました。それに、実は全体
の２９名の講師のうち半数は決まっていない、
というよりも、全体のプログラムも最終決定し
ていないという非常事態でした。「この辺が一番
精神的につらかった」
（大木さん）時期でした。

このころ、大木さんは、込山さんや床さん、
逸品の森本さん、
ふぁーすと・らぼの村上さん、
地域サイトネットワークの長坂さんなどに、個
別にメールで助言を求めていたとのこと。「あま
りに気の毒に思ったのか、皆さん、親身に相談
にのっていただけたので、講師候補はよりどり
みどりの状態になっていました（笑）
。

講師との折衝もそれほど手間取りませんでし
た。ただ、２９名もいますから連絡するにも時
間は掛かりましたが・・・」
（大木さん）とのこ
と。ただ、それを知らない私たちはどきどきし
た日々を送っていたのでした。

１月７日（水）

プログラムの最終案です
Subject:
大木＠支援センター
From:

これまでいただいた意見にそって、プ ログ ラム
最終案（何度 目や ！）を作りま した。皆様には
ひと言でも、プ ログ ラムへのご意見をいただけ
ると幸 いです 。

それと、福嶋さんには非常に申し訳ないのです
が 、モールのパ ネルを基調講演のほうに持って
きたいと思っているので調整をお願いします 。
・・・と、書 いている間に、県のほうから正式
に本イベ ントの実施につ いてＯＫがでま した。
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これで表立って動けます (^^)
最終的にこのときの案を微調整して、最終案
が決定しました。
ただし、
各セミナーの名称や、
開催時間の設定、対象者に関する記述など、で
きるだけ多くの人に参加していただけるよう、
調整作業は１月２０日のチラシの原稿提出まで
続くことになります。
１月１０日（土）
『ＳＯＨＯドメイン』誌のサイトに新着ニュ
ースとして掲載されたため、サイトへアクセス
が発生しだす。しかし、この時点では、名称も
仮、プログラムは公開されていない、の、
「ない
ないづくし」
（ためいき）
。

イルの作成日付は明け方の４時（涙）
１月２１日（月）
チラシ校正作業兼、スタッフミーティング
ここで再認識したのが「支援センター」と「ど
っと混む」の担当分野。どこにどちらがどこま
で責任を持つのか？
企画当初は、どっと混むの仲間としての大木
さんでしたが、さすがに支援センターの、いえ
福井県としてみてもかなりの一大イベントを主
催するのです。ＩＴ推進室の皆さんの考え、ま
た福井県としての考え、いろんなものを整理し
て、実施への体制を整えていた時期。

Ｃパート会場

｣

｢

申し込み受付プログラムは、うぇぶ職人工房
のいまいさんが担当。私は、ひな形のレイアウ
ト作成を担当。ひな形が出来た段階で、支援セ
ンターＩＴ推進室のメンバーで分担しての、増
産作業。

公開目標は、１月２６日（月）朝だったため、
土日の作業が続く…。

１月２４日（木）
サイト制作を開始

>

１月２２日（火）
カラーチラシの校了予定日。しかし、この時
点から講師が一人外れる事になり、３０人の先
「２９人の先駆者」になる。
駆者 が、
１月２３日（水）
スタッフミーティング
支援センター（講師手配、予算管理、
）懇親会
の内容決め、チラシの出力、印刷日。印刷屋さ
んドットコム・廣田さん、
青木さんお疲れさま！

<

あまりにも申し訳ないので、最新情報をお届
けするメールマガジンを１つ急遽設定し、購読
フォームを設置する事で、逃げた状態に。
１月２０日（火）
このころ、事前告知目的のカラーチラシの作
成が急ピッチで進行。朝までに１回目のゲラだ
し。
印刷屋さんドットコムのデザイナー青木さん
からのメールに添付された、確認用ＰＤＦファ
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１月２６日（月）
チラシが加工納品される。県内向けのアナロ
グ的アプローチが、ここでやっと可能となる。
残された時間は、ちょうど後一ヶ月……。

４．申込み受付開始！ひたすら広報＆告
知！
１月２７日（火）
公式サイトを本格稼働。
お申込み受付を開始。
そして、
スタッフミーティング実施。
その結果、
小林会長から、改めてＭＬへアナウンスが入り
ました。
どっと混む福井のセミナ ーに対する関わり方で
す。
基本的にサ ミットの主催は支援センターです 。
どっと混むの担当は、講師アテンドと、懇親会
担当です 。
どっと混むの大きな目的は「講師陣のお迎え、
交流」
「懇親会担当」
「来場者との交流」
「セミナ
ーへの参加」です 。
・ＰＲ協力 ……各自のＨＰやメルマガ 、口コミ

で友達を誘って下さい！
・講師アテンド……センター大木さんが講師の
スケジ ュールを調整しています 。明確 になり次
第どっと混むサイ ドの担当者を決めたいです 。
講師アテンドリーダ ーもお一人お願いします 。
・懇親会企画・運営……大学でのセミナ ー終了
後の懇親会を担当します 。主 に、当日会費の徴
収とテーブ ルの設営です 。後片づ けは業者さ
ん！その後講師や県外の方の送迎です 。
１月３０日（金）
大木さんより、はじめての申込者報告。出足は
まずまず。
（詳細は後述）

Ｄパート会場

２月２日（月）
福井県副知事との懇親会。

参加者ははじめ緊張していたようですが、民
間出身の気さくな副知事さんだったこともあり、
すぐに和やかな雰囲気に。いきなり「年商は？」
と質問されてどきっとした人も多かったとか
（笑）

どっと混むの日ごろの活動内容や各会社の取
り組みはもちろん、サミットの意義をどっと混
む自らが直接アピールできたことで、メンバー
の士気もますます上がりました。

また、副知事さんは、以降、サミットやど
っと混むの活動について、何かと気にかけてく
ださり、イベント初日こそ県議会で来場できな
かったものの、２日目には、お休みにもかかわ
らず会場の様子を見に、突然立ち寄られたりし
て、こちらが驚いてしまいました。

ちなみに、副知事さんは、産業支援センター
の理事長でもいらっしゃいます。

この日、大木さんが発行担当者の、支援セン
ターパソコン研修事業のメールマガジンにて、
大木さんの思いがびっしり詰まった特別配信号
が配信されました。
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２月３日（火）
どっと混む配信元のプレスリリースをネット
配信。
２月５日（木）
福井新聞掲載
地元で８割の世帯で購読されている福井新聞
にそこそこ大きく掲載。人口８０万人の福井で
すが、その市場で圧倒的な影響力を誇る地元紙
です。福井新聞には、ＰＬＵＳ岡本さんが、太
いパイプがあり、
小林会長が取材を受けました。
２月６日（金）
込山さんの日刊たみこ新聞に、
サミットの告
知が掲載。この前後で、ＭＬやメールマガジン
での掲載（詳細は後述）が続き、毎日報告され
る申込者数の増加ペースに、一安心。
この時点での懸念事項は「有料セミナー受講
者は、もう十分に集まっている。問題は広い会
場の無料セミナー」
。以降は、ネットももちろん
だけれど、
県内でのアピールもがんばろう！と、
いう考えに。

２段でかなり大きめの扱いで掲載。これも、
ＰＬＵＳ岡本さんルートが功を奏しました。
２月１３日（金）
どっと混む２００４年発足会
福井県中小企業のＩＴ活用を取材されていた
『日経アドバンテージ』記者さんも参加。発足
会前に、サミット懇親会準備メンバーの打ち合
わせを実施。この席で「せっかくの機会。懇親
会会場でメンバーのＰＲスペースを設ける」事
が決定。まとめ役にはクイックアート・飛山さ
が。

ブースの様子

>

六本木の楽天内会議室にて、ゾーン１参加メ

２月１７日（火）
大木さん東京出張

<

２月１１日（水）
朝日新聞地方版掲載

ンバーにて事前打ち合わせを実施。とても和や
かに終了。
「粟飯原さん、お会いしてファンにな
りました」
、と一言つぶやいた大木さんを、私は
見逃しませんでしたよっ 笑( )
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５．開催まで１週間、まだどたばたは続く
…
２月２０日（金）
直前のアクシデント！

アロマハウス・大村さんが「懇親会で景品を
だし抽選会」案を投稿。寄付景品のとりまとめ
役をかってでた。各社から提供メールが山のよ
うに。
２月２４日（火）

心配された、楽天さん欠席によるキャンセル
は、
１名様のみ。
ほっと胸をなで下ろす関係者。

ＦＭ福井へはんこねっと・小林さんとポージ
ーポージー・木村さんコンビで出演。お昼時に
８分間も時間をいただいてのアピール（通常３
分枠のところ８分も）
。これは富士屋玩具・藤井
さんが、ＦＭ福井の営業の方と前々から懇意だ
ったために実現できたこと。

楽天さんから、急遽出席できないとの連絡が
入る！そんな、目玉なのに……。と大木さんと
私は大あわてで頭が真っ白状態。しかし、楽天
抜きでやるしかない。今からでは、企画の変更
や印刷物の差し替えもできない。期待している
受講者に対して申し訳ない気持ちでいっぱいに
なりつつも、月曜日に、申込者にお詫びメール
（ＦＡＸ）を送る事に。
２月２５日（水）

福井新聞と県民福井（中日新聞系列）で、ネ
ット中継についての記事掲載。夕方のＮＨＫロ
ーカルニュースでは「明日の県内のうごき」と
して、イベント情報の紹介も。

２月２６日（木）

講師陣のアテンド担当が最終確定。ここで、
どっと混むメンバーの現場での人員配置がよう
やく固まる。

２月２３日（月）
夕方放送のローカル番組イベント告知枠で、
しっかりとアピール。出演者は、はんこねっと・
小林会長、富士屋玩具・藤井さん、下村漆器・
下村さん、大木商店（酒屋さん）
・大木さん。
おそろいのスタッフジャンパーに蝶ネクタイ
までつけて 笑( 。)決めの言葉は「検索キーワー
ドは、ｗｅｂサミット！」ちゃんと、検索して
たどり着いた方がいた事は、アクセスログでチ
ェックできました。

６．いよいよイベント開幕

２月２７日（金）
サミット初日

朝から雪。よりによっての悪天候。無料セミ
ナーのみ受講の県内ユーザーの「やっぱりや～
めた」が続出しないか、スタッフ一同に不安が
募る……。しかし、開場時間に近づくほど晴れ
間が出てくるし、来場者数は順調な様子。

セミナーでは、
これといったトラブルもなく、
各会場とも大盛況。

懇親会では、皆さん話しこんでいたため、せ
っかく当選したのに「おまえら聞け～！」の嵐
で（笑）
、当選者がいるのに、引き取られなかっ
た景品も多数！

懇親会の後は、二次会、三次会と講師陣宿泊
のホテルで、それはそれは濃い時間が流れまし
た。そして、どっと混むメンバーの多くは、お
役目だった「懇親会を無事成功させること」を
全うした事で、すでに「あぁ、いいイベントだ
った」と、まるでもう終わったような気になっ
て、翌朝集合する事になります 笑( 。)
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２月２８日（土）
サミット２日目
朝というのに、お疲れの表情のどっと混むメ
ンバー 笑( 。)揃って「お客様モード」で受講し
たＤパートでは、初日とはまた違った視点・切
り口で、地方を考える時間がもて、私自身はＤ
パートが一番心に響いたパートになりました。

■まとめ・そして来年に向けて
来年度開催の「 Web
マスターサミット in
高
知」が集客も含め、成功するかどうかは、
１．公的な予算を確保し、受講料を下げる
２．魅力的なプログラム内容
３．ボランタリースタッフの充実
４．積極的な広報
この４点に集約されると思います。
まず、この１と２をクリアすることで「遠方
であっても行く価値がある。こんな値段で受け
られるなら、交通費も安いもの」が実現できま
す。この２つは、特に早めに動く事が大切です
ね。
福井の場合は、どうだったのか？順に追って

みましょう。

１．公的な予算を確保し、受講料を下げる
出来る限り公的な予算から寄せ集めた事で、
充実の無料セミナーを２本用意、有料セミナー
は内容の充実を考えると破格値の１セッション
３０００円を実現できました。
１０月の時点でサミットを開催する話が出は
じめたため、支援センターとして１１月～１２
月に開催予定で予算を取ってあったセミナー事
業予算（補助率は必要経費のほぼ全額）を使わ
ずに温存、サミットにあてる事ができました。
これが１１月にセミナー開催が決まった後で
あれば、予算的に厳しく、実現出来ていなかっ
た可能性も（または確実に参加者負担が重くな
っていたでしょう）
。
大木さんは、そのセミナー予算以外にも、福
井県からの補助事業（補助率は必要経費の約２
／３）であるパソコン研修（情報化人材育成）
事業の予算をサミットに転用できるよう県の担
当者に要請、ここで県の担当者に趣旨を理解し
てもらえたことが、「県内部の説得に大きな力に
なった。県の担当者にも恵まれた」
（大木さん）
とのこと。

予算の組み替えは、県の担当者にとっても大
きな負担となる作業なので、やりたがらない方
もいらっしゃるそうです。今回の担当者の方に
は、私もどっと混む発足会の席でお会いしまし
たが、逆に後押しをしていただけるような方で
した。

こういった一連の予算確保に向けた動きは、
普段から県民向けにビジネス系イベントを手が
けている支援センターとしては、さほど難しく
ない事でしょう。しかし、私がやれ、と言われ
たら、まず補助制度がどんなのがあるのか、そ
こから調べないといけません。ムリです 笑( 。)

ですので、各地で開催するとすれば、支援セ
ンターのような公的機関が主催になって、人的
にも予算的にも盛り立てる必要があるでしょう。
公的機関主催であるメリットは予算の面だけで
なく、メディアに対する信頼性の確保や、全く
の初心者の方に対しても安心感を持っていただ
ける、ということもあります。

今回は「最初に予算ありきのイベント」では
なく、
「やりたいからお金をかき集めた」もので
した。

本来なら、最初に予算申請ができればいいの
ですが、「スタッフ陣が盛り上がっている良いタ
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イミング」で開催出来るか、微妙なところなの
は、前述の大木さんのメール引用の通りです。
この「さじ加減」も、地方開催イベントの難し
いところではないでしょうか。

２．魅力的なプログラム内容
そもそも、どっと混むメンバーの勉強会の拡
大版という位置づけでスタート。そのため「自
分たちが、話を聞きたい講師の方を福井によん
じゃえ！」が、基本です。
足かけ３年に渡り、どっと混むメンバーや支
援センターが、込山さんや森本さんなど、業界
のキーマンとの交流を深めていたため「お金が
ないけど、お願いします！」とムリなお願いが
できたのが大きな要因でした。
過去にイベントスタッフ側だった事が多かっ
た私などが
「遠慮せず、
安いけどお願いします、
って正直に言ってみないと始まらない」
と断言。
大木さんに「ホントに？大丈夫？」と不安が
られていたのも懐かしいエピソードです。快諾
いただけた講師の皆さんには本当に感謝です
（気になる講師料金は…？通常の１／２から１
／３。交通費ぐらいはでるけど…、とだけ、書
いておきますね）
。

しかし、問題点もありました。
全体的なコンセプトの意思統一に時間がかかっ
てしまい、開催日は決まっていても、告知がで
きない状態が続きました。
・ 「サミット」という名称が、いわゆる「先
進国首脳会議」レベルでしか考えられない
関係者がいた（！）ため、名称決定が難航
・ セミナー内容で、大木さんと、どっと混む
メンバーで、温度差が生じていた（どっと
混むメンバーでは、デザインツールの使い
方等、実務的な内容希望の声が根強くあっ
たため）
・ 会期は、当初は「２日間みっちりと講義を
展開しよう」という話しが、徐々に「講義
は１日目集中でやろう。２日目は早めに終
わろう」と変わったこと
・ １月に入った段階、最後の最後に、福井県
では関わる人口比が他県に比べ非常に高い、
製造業向けのセミナーが入ったこと

このように全体的な変遷があり、プログラム
確定まで、とても時間がかかりましたが、最終

的にはそこで時間を掛けたことで、決まってか
ら後は、全体としての意思統一ができ、最後の
追い込みに、
力を発揮できた、
と感じています。

３．ボランタリースタッフの充実

どっと混むメンバーには、多彩な人員がそろ
っており、かつ数年にわたって飲み会を繰り広
げた（笑）結果、生まれた信頼関係のもと「仲
間として、自分たちを応援し、受講したいセミ
ナー企画を実現させてくれている大木さんに恩
返ししたい」
「福井もがんばってるな～、と、自
分たちで発信しよう！」と、一丸となって気合
いを入れてがんばれたのが大きかったですね。

各担当をご紹介します。

● 広報関係

¾ 「県内メディアにも精通したマルチ
販促プロデューサー（ PLUS
岡本さ
ん）＝県内広報」
¾ 「ネット上でのネットワークが強み
の広報ディレクター（私、福嶋）＝県
外向け広報」
¾ 「全国のユーザーに対してメルマガ
で告知ができる（各社）＝県外向け広
報」
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¾ 「印刷ならお任せ！（印刷屋さんどっ
とこむ・廣田さん）＝突貫作業での事
前配布用カラーパンフレットのデザ
イン～印刷、会場配布のプログラム印
刷」
¾
● 会場設営関係
¾ 「おもちゃ屋さん（富士屋玩具・藤井
さん）＝バルーンの用意」
¾ 「アイロンプリントシートメーカー
（クイックアート・飛山さん）＝様々
なグッズ作り、どっと混むブースの全
体総指揮」
¾ 「昨年秋まで会場の県立大学でお仕
事していたため細かい部分に精通（プ
リントマート・石塚さん）＝重要なた
べもの関係の手配」
¾ 「ビデオ撮影にも明るいリッチメデ
ィア制作が得意なウェブコンサル会
社（サーフボード）＝ビデオ撮影・ダ
イジェスト動画配信サイトの制作」
さらに、インターネットの普及期から支援セ
ンターとおつき合いがあった
「福井大手のプロバイダー（三谷商事さん）
＝当日のリアルタイム動画配信＆後日公開され
た動画配信」
「福井市を含んだエリアのＣＡＴＶ（福井ケ

ーブルテレビ）＝県内広報・後日番組として講
演の様子を放送」
「支援センターとは隣接した立地で過去に何
度も利用している会場（福井県立大学 交流セ
ンター）
」
など、インフラ面での支援も、各方面からご
提供いただく事ができました。
有料セミナーの会場は、定員増のため、当初
の会場から変更となり、県立大学の教室を一部
使わせていただきました。一般貸し可のメイン
会場「交流センター」と異なり、一般開放して
いない教室の利用が可能となったのは、やはり
関係性の深い公的機関主催だったから、と言え
るでしょうね。
終了後、ＭＬへの「長坂さんが、どうして来
年も福井でやるって言わないの？と言ってまし
たよ」に対し、大木さんはこう語ってました。
「このサミットを企画したときに、全国持ち
回りでやってもらえるくらいに成功させること
が目標というか夢でしたからね。
今になってみれば『勿体ない』って気持ちも
ないことはないけれど、初志貫徹ってことで
（笑）
。こんなことは、福井県内だけでやってい
ても、徐々に衰退していくでしょうし、新しい
出会いも生まれにくくなりますから。

まあ、本音を言っちゃうと、いろんな地方へ
行って、いろいろな美味しいものを食べながら
勉強するってのがいいなぁって気持ちがありま
すから（笑）
」

「今回は、いろんな部分でタイミングがよか
ったから成功できたけれど、来年もう一回やっ
てＯＫかは微妙ですよね。

個人的にも、今までの『お付き合いの貯金』
を一気に使い果たして残高がゼロになっちゃっ
た気がしますし（笑）
。
」

ちなみに
「福嶋さんは、
どっと混む入会後間もないし、
支援センターでも僕個人としても「お付き合い
の貯金」もほとんどないし地元出身でもないの
に、何でこんなに協力してくれたのか、不気味
です（笑）
」
とも。
（笑）

４．積極的な広報の展開

・地元メディアでの露出をがんばった（テレビ・
ラジオ・新聞とアナログマスメディアの活用）
地元の話題に、地元メディアの記者さんたち
は、
飢えています。
積極的に情報を提供すれば、
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無料。

● メールマガジン
¾ 日刊デジ・クリ（２万部）
http://www.dgcr.com/
¾ 関西インターネットプレス（５千部）

e-NEWS PRESS

http://backno.mag2.com/reader/Bac
k?id=0000000122
¾ がんばれ！在宅ワークママ（３千部）
http://www.herstory.co.jp/wahm/
● メーリングリスト

（女性＆ＥＣ限定）
¾ LIFE
http://www.life-ml.com/
¾ ネット活用倶楽部（ネット販促）
http://www.nk-club.com/
会員限定 ML
（Ｗｅｂ制作者）
¾
W-step
http://www.w-step.com/
¾ スキメシ （関西中心の起業者）
http://www.sukimeshi.net/
（ＳＯＨＯ関連）
¾ SOHOWORK
http://www.sohowork.net/
¾ D-ONE（ＳＯＨＯ団体が加盟）
アソシエイツ ML
http://www.d-one.coop/associates/
¾ ドリームゲート（ご存じ起業支援）

http://www.dreamgate.gr.jp/

これらは私が直接投稿、編集長宛に掲載
依頼のメールをしたものに限られます。他
も、ＯＳＭＣ関連や、講師陣のメルマガで、
短期間に大量の露出が発生しました。

ＭＬは、ネットビジネス系を中心に、行
いましたが、ＭＬへ、宣伝投稿だけするの
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中身が良ければ、必ず取り上げてもらえます。
（ただし、掲載日は事件等とのかねあいで遅れ
る場合も。少し余裕をもった接触が◎です。
）
基本２１０円＋個別２１
円。ローコスト。

関西エリアは一押し、事
前会員登録要。無料。
AEROPRES

http://www.sansokan.jp/
interview/
http://noblemind.tsukaeru.jp/
aeropres/
http://www.interq.or.jp/blue/
maxyn/yomiura/news/
サンソウカン de
記者会見

・豪華講師陣は、各人がメールマガジンの発行
者であり、人気サイトの運営者。出来る範囲で
の告知をお願いした。

事前会員登録要。
無料。
無料。

JPressOne

・どっと混むメンバーが、
各自知り合いに案内。
もちろん、自社メルマガでの告知も。

５２５０円固定、定番

http://www.newsrelease.jp/
http://www.jpressone.com/
News Release Japan

・ターゲットが近い近県開催イベントでのチラ
シ配布（東京・大阪開催のＬｉｓＮＥＴシンポ
ジウム、独立改行支援のドリームゲート主催、
大阪開催一大イベント）

事前会員登録要。
無料。
リリースステーション

・各種ネット関係のＭＬやメルマガへ投稿＆プ
レスリリース配信を実施
この部分は、皆さんも具体策が気になるとこ
ろかと思いますので、詳しく書きますね。

● プレスリリース書き方については、省略さ
せて頂きます。配信サイトの紹介を。

こちらも定番。無料。
Netry プレスセンター

特徴
プレスネットワーク

URL
http://www.pressnet.tv/
http://www.netry.com/press/
http://www.s-pr.com/rs/
サービス名
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■最後に
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198

130
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48

85

2 月 23 日

252

163

100

130

70
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実は、このイベントは、私が、かれこれ６年
くらい前からあたため続けてきた企画で、半分
「夢」みたいなものでした。

○仕掛け人であり発起人、福井県産業支援セン
ター ＩＴ推進室の大木さん。

その出会いとは、実は床さん、あなたです 笑( 。)

大阪産業創造館で僕と同じような仕事をして
いたにもかかわらず、それこそ数年できちんと
したビジネスモデルを作って、起業までした。

このことに大きな衝撃を受けたと同時に、僕
のようなポジションにいても、
全国を動かす
「こ
と」ができるのではないかという可能性に気づ
くことができました。
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今回のサミット開催にあたり、本当に様々な方
が趣旨に賛同いただき、協力を惜しまず関わっ
てくださいました。皆さんのコメントをご紹介
します。

78

2月4日

その「夢」がかなったのは、あるひとつの出
会いがきっかけでした。そう思うと、人との出
会いが大切なんだな～、
ってしみじみ思います。

2月3日

ん仮と入れてもらっての掲載で、問題はないの
ですが）
、という事もありました……。

Ｄパート
ゾーン１

は、とても印象が悪くなります。いつも、
投稿している方に代理投稿をお願いする
とか、積極的に参加しているＭＬだけに限
る、などの配慮は必要です。

有料セミナー
無料セミナー

受講者アンケートの結果、傾向としては、郵
送ＤＭを３万部もまいた割には、郵送ＤＭの比
率が少ないような気がします。やはり、ネット
系のイベントは郵送ＤＭでなく、メール、クチ
コミが良い事がわかりますね。
●配布ＤＭの内訳
・支援センター発行、月刊機関誌「ＦＬＯＭ」
へ、発送予定を２日ずらして折り加工終了ほや
ほやを封入し、発送。
・福井県下商工会あてに１万部
・商工会各位は会報送付用ＤＭに同封し会員に
向けて発送。
・福井商工会議所「所報」に９千部折り込み
ネット経由では情報が早いので、大丈夫だと
は思っていましたが。プログラムが確定せず、
正式な広報活動が１ヶ月前からしか出来なかっ
たのは、予想外で、さすがにちょっと焦りまし
た（笑）
先行して、情報提供していた「ＳＯＨＯドメ
イン」誌３月号（１月１３日発売）では、かな
り初期のプランが掲載されてしまった（もちろ

■集客状況の推移
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続けますので、どっと混む福井を、そしてメン
バー達一人一人とのお付き合いを、今後も是非
よろしくお願い申し上げます。どっと混む福井
を代表して御礼を申し上げます。

ＰＳ：今回小林は裏方に徹しましたので、来場
いただいた皆様と十分お話ができず残念です。
またお会いできる日を楽しみにしております。

○ 福井のリアルイベント仕掛け人・マルチ販
促プロデューサー ＰＬＵＳ・岡本さん

懇親会や、アナログ展示場の設えは２週間前
まで全くの白紙同様。それをスタッフが分担し
て一気に、
「やり遂げてしまった」と言う方が正
確かもしれない。

会議や大会・総会などに参加したとき、出席
の満足度はホスピタリティにかかってきます。
しかし、受け入れ側も楽しんでもてなすくら
いのものでなければ、単なる「行事」になって
しまう。
同じ目的を持ち、
互いを認め合い、尊
敬しあえる仲間が集
まると、こんなにも
大きな力になって、
大きな波を引き起こ
すことが出来るのだ
と、あらためて実感
いたしました。

顔をあわせて懇親会のリハーサルをしたのは
たった１度。セミナー会場だった会議室を、椅

その点で、今回のサミットは御来場各位より
受け入れ側の私たちが楽しませてもらった気分
が濃いというのが皆の感想ではないかと思う。

「日本の田舎まち
福井の地」から、今後も熱いメッセージを送り

一同、持てる力にて精一杯のおもてなしをさ
せていただきました。

福井にいっぱいの置きみやげをいただき、有
り難うございました！

そのチャンスを、もっと多くの方に経験してい
ただくお手伝いができれば、と思っています。
そして、その床さんとの出会いを与えてくれ
来年度のサミットも、ぜひがんばってくださ
たのは、込山さん。込山さんとは、２年前に単
い！
発の講演会講師をお願いしてからのお付き合い
です。
○ 会長になっていきなりの大仕事！ はんこ
さらに遡れば、６年前に丸市食品
ねっと店主小林さん
（ http://www.maruichi.co.jp/
）の藤村さんや、
（ http://www.hankonet.com/
）
どっと混むとの皆さんとの出会いがあり、僕を
ここまでネット通販の支援に引きずり込んだ、
感動！情熱！愛！勇気！こころ！友情！・・・・
と（笑）
。
サミットのアイデアは、藤村さんとの出会い
のときにひらめきました。
丸市食品は福井の企業ですが、このときから
藤村さんは岐阜にいて、実家の家業である丸市
食品さんのネット通販を担当されていて、その
事に感心。離れていても、商売をもり立ててい
けるのはネット通販ならではですから。
全国にいる藤村さんみたいな人（バイタリテ
ィありますから～）
を福井に集めて、「サミット」
すると面白いかな～って、漠然と思い描いた事
が、形になったのが、今回のサミットです。
人の輪に入ることによって出会いが生まれ、
出会いが生まれることによって、新たな可能性
が広がっていきます。自分自身が経験した事・
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子をすべて片付けて、テーブルや料理をセット
し、開場までたった２５分で宴会場に早や変わ
りさせてしまったのはイベント初体験のどっと
混む福井のスタッフたちだった。
また、播州ハムの堀田さんからはオードブル
の足しにしてくださいと大皿５つ分の味を極め
たハムやローストビー
フを。出張で出席でき
なかったメンバーの越
乃磯 福井ビール工房
の磯見さんからは地ビ
ール６０分本が差し入
れられ、粗食しか用意
できなかった懇親会メ
ニューは一挙に華やか
な「御馳走の宴」へと
大変身した。
この、サミットは支援センターの大木さんが
灯した小さなマッチの火に、スタッフが次々に
油をそそぎ薪をくべ、
今回の大きな火になった。
何でも、言うことだけは出来るけれど、具体
化しようと思うと壁や溝が多いもの。目的意識
をもった、小さな具体的行動の積み重ねが「成
果」を上げる時に最大の条件なんだってことを
改めて感じた日々であった。

他より目立つよう、飾りつけに工夫を凝らし
たり、場所取りの争奪戦が行われたり、など、
など、準備作業もワイワイガヤガヤと楽しいも
のがありました。
一つ悔やまれることは、裏方の作業ばかりし

また出展された商品を、懇親会での景品に快
く提供していただけたことも、こちらの狙い通
りでした 笑( )

○懇親会の幹事、そして印刷部分で強力に支援。 させていただきました。
印刷屋さんドットコム廣田さん
小さなスペースでの展示でしたが、商品やパ
サミット、大盛況の内に終わって良かったで
ンフレットを見て、それぞれ商談や問い合わせ
すね。皆さんお疲れさまでした。
もあったようで、目的は達成されたかなと思っ
ています。
大木さんが、酒を飲んでいた時に、ちょっと
このアナロ
話したことが、まさかここまで大きくなるイベ
グ展示場のア
ントになるとは思いもしませんでした。
イデアが出た
今回のイベントに参加された方で、是非入会
のは、サミッ
したいと思っている人も何人かいましたね。
ト開催の２週
間前。時間が
講演を聴いて、また直接飲む機会を通して、
なく忙しい中、
一貫した経営哲学が有って、その次にＳＥＯと
全員に出展協
かメルマガが有るんだと感じました。とかく、
力してもらえ
技術に走りがちなんですけど、検索にかからな
たことが、何
いと騒ぐまえに、ホームページの充実及び、自
より嬉しかっ
分のポリシーを見極めることが大切なんですね。 たですね。
○会場脇に設営されたアナログ展示場責任者
クイックアート飛山さん
今回、
「ＷＥＢ ＳＨＯＰアナログ展示場」を
企画させていただきました。「どっと混む福井の
メンバーは、こんな商品をＷＥＢではこのよう
に売っているんだよ～。
」というコンセプトで、
セミナーにご来場いただいた方々が、休み時間
などに退屈しないよう、商品展示ブースを設け
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ていましたのでセミナーを一つも聞くことがで
せっかく著名な講
きなかったことですね… ^^;
師の方々が福井に集まったというのに、すみま
せん。来年、高知で一から勉強させてもらいま
す。 m(__)m
○ 福井本社のスタッフほとんどを会場に動員
して！の、支援。サーフボード田嶋さん
サーフボードのお客様は、今回参加されたＷ
ＥＢマスターの方です。
それらの方々一堂に会するわけですから、当
社のスタッフにとってまさに、
「お客様から、生
の声をお聞きすることができるチャンス」だっ
たわけです。
スタッフにとっては、「自己研鑽」
の場であり、
また、サーフボードにとっては、またとない会
社アピールの場でした。
サミット終了後、全国からＷＥＢリニューア
ルに関する問い合わせがたくさん寄せられまし
て、現在企画書作成が続いています。
○ ショップ支援ソフト「イッツ通販」インフ
ォテクニカ岡崎さん
皆さんお疲れ様でした。大木さんを始めとし
て行動したこの「Ｗｅｂマスターサミット」に

講師の方が共感し、参加くれたこと。
また、この大会の趣旨・講師陣に共感し、参
加された多くの聴衆。これを支えたどっと混む
の人たち。やはり、まさに大木さんのいう「愛」
かなー。
集客も成功でしたが、この多くの人が立派な
講師の方のいい話を多く持って帰れたことがも
っと大きな成功でした。

○ 米五のみそ 多田さん
サミットは大盛況のうちに終わりましたが、
本当に大木さんをはじめ、段取りに裏方に対応
されてご苦労様でした。
本当にたくさんの方がこられたし、また、み

なさん、とっても満足されたのではないでしょ
うか？

今回のセミナーで日本のトップＷｅｂマスタ
ーの話を聞くと、
メルマガにしろＳＥＯにしろ、
ちゃんと勉強して、いつでもできるスタンスに
ありながらポリシーでやっていないと言うか、
自分の方向性とやるべきことがきちんとマッチ
している方が多かったと言うことを感じました。

○ ネット中継、ストリーミング配信に中心メ
ンバーとして活躍した、三谷商事株式会社
のＳＥさん
（ http://www.mitene.or.jp/mitani/
）

今回のイベントは、福井県においては例をみ
ないネット系イベントで、本県でインターネッ
ト接続プロバイダー、ＷＥＢ、ストリーミング
事業にかかわるものとして、何らかの形で関わ
りを持ちたかったので、協力者を探していると
いう話を聞いてすぐに立候補しました。

個人的にも、福井という全国的にみれば僻地
からでも、ネットを使えば全国レベルのコンテ
ンツを発信できるという事例を示したいと常々
思っていましたし、地元プロバイダーであるミ
テネインターネット、福井ケーブルテレビを使
っても全国レベルのインフラ網を使うのと差が
無いことを県内企業にアピールしたかった。今
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回はその絶好の機会だったのです。
また、ビジネス的な観点から言うと、本県で
なかなか浸透しないブロードバンドビジネスの
文化を、この機会を使って少しでも広めること
で、当社が今後展開する予定のネット事業の環
境作りに少しでも寄与すれば良いとも考えまし
た。
全体的に格好いい話になりますが、そういう
気持ちで今回のイベントにかかわったというこ
とになりますね。
○ミーツ・コミュニケーション・デザイン
福嶋より。
私自身が「厚かましいといえば、筆頭にあが
る大阪出身」なだけあって、とってもあつかま
しいんですね（笑）
。関西の方は結構クチにしま
すが、やはり阪神淡路大震災を経験している影
響（いつ死ぬかわからない、という事）もある
のでしょうね。
福井に来て、感じたのが「皆さん謙虚だなぁ
～」と言うこと。しかし福井出身のオット曰く
「謙虚は、恥をかきたくないの裏返し。単にプ
ライド高いだけでしょ。
」ということだそうで
（あっ、福井の皆さん怒らずに（汗）
）
。
でも「何か売る」ときは、
「謙虚すぎては売れ

編
<集長より >

ないのでは？もっとアピールしてもいいので
は？」そう感じる事が多くて、歯がゆい思いが
縁あって、私のすみかとなった福井でイベン
常にあったのです。
トを大成功できたことは、きっと私の今後にも
大きく影響を及ぼす事でしょう。
広報やプロモーションを手がけているだけに、
「こんなにいいものを作っている・売っている
そして最後に、えとコミ塾の皆さん。皆さん
のに、アピール不足！」そういった「私自身が
の力添えがなければ、これだけの大成功はあり
感じている不満」をぶつけるのにも、サミット
ませんでした。本当にありがとう！
これからも、福井を応援してくださいね♪
は格好のイベントだったのです。
また、
岸本さんはじめ、
懐かしい面々との久々
の再会も。
会社員時代、関西のネット関係のコミュニテ
ィで活発に開催されていたイベント（ＫＮＮ神
田さんが発起人、３年間ほど開催していた『関
西ウェブマスターオフ』＆出張開催『関東ウェ
ブマスターオフ』
、
粟飯原さん主宰の女性限定Ｅ
Ｃ専門ＭＬ『ＬＩＦＥ』の『関西メンバー主催
のセミナー』など）でのスタッフ経験から「お
もしろい企画と熱意あるスタッフがいれば、人
は集まる」という自信がありました。福井でも
ネタさえよければ、十分集客できると確信して
いました。
今回のイベントを通して「どっと混むメンバ
ーの自信にもつながったんじゃないかな」と、
ほくそ笑む私です。みんな、もっと自信をもっ
て欲しい。いいものはいい！って自慢したらい
いんですよ～。
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今回のイベントの素晴らしかったところは、
「無事、成功」を越えて、講師陣たちに「大き
な感動」を残したことだと思います。
それは、
、
会長の小林さんがおっしゃっている
とおり「持てる力で精一杯のおもてなし」をし
ていただいから。

さて、そんなどっと混むメンバーの活動は、
今回のサミットを契機に、さらに外へと飛び出
します！
２００４年５月２９日（土）に、南青山にて展
示即売会を開催します。
会場：
「南青山２９１」
http://www.ma291.jp/
東京都港区南青山５丁目４ ４-１
地下鉄千代田線・銀座線・半蔵門線 表参道駅
Ｂ３出口より徒歩３分

▼ＰＲ３ ショップ支援を行っています

▼ＰＲ２ 共同懸賞企画に参加しませんか？
どっと混むでは、自社ドメインショップさんを
対象とした合同懸賞企画を４月下旬～５月下旬
までの約１ヶ月間開催予定です。メンバー以外
のショップさんも大歓迎！興味のある方は、事
務局担当、メールアドレス
ま
yuko@meets.jp
で！

このプロジェクトの始動で、おそらく再びい
ろんなところで、皆さんの目に留まるはず。首
都圏の皆さん、お会いできるのが楽しみです！
詳細は、また随時どっと混むのサイト等で、お
知らせします。

｢

きっと、どの講師も、福井を大好きになって
帰られたことでしょう。
もちろん私もそのひとりです！
「地方って、なんてあたたかいんだろう！」
という感想をもって、キーマンたちが各所に
戻っていかれたことが、今回の一番の成果では
ないかと思います。
「地方の活性化」ということが、声高に語ら
れていますが、百の理論より、一度の体験のほ
うが、多くを伝えてくれるということを、実証
してみせてくださったこのイベント。
来年の高知で、
どんなふうに展開されるのか、
いまからとっても楽しみですね！
▼ＰＲ１ 南青山で展示会実施します

ミーツ・コミュニケーション・デザインでは、
プレスリリースの作成・配信代行を軸に、懸賞
企画の支援やメルマガ発行代行など、ショップ
さんの露出アップのお手伝いを行なっていま
す。興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
同じく、メールアドレス
ま
yuko@meets.jp
で！
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