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2019年宝絹サイトアクセスレポート

ピーク時には週2回以上のコンテンツの更新により、全体的なアクセス数の底上げを行いました。
今年度の更新は3月までですので、目標の3万pvはほぼ達成出来そうです。
モード学園の企画の報告やyoutube更新時期はアクセスの波が激しくなりました。

集計：2019/5/1～2020/2/29

この期間にサイトにア
クセスした人数

左のユーザ数のうち新
規ユーザ数

ページの閲覧数。
いわゆるPV数

一度の訪問で見る
ページの数

一度の訪問での
サイトへの滞在時間

訪問時に
すぐ帰る割合

昨年度のweb サイトの施策として主に以下の 3点

・年間 80回超える更新頻度
・Facebook や Twitter などの SNSにおける更新
・東京モード学園とのコラボ企画における相乗効果

結果、目標値の 3万 pv の達成となりました！

・現在のトップページ・アクセス解析（詳細は別紙参照のこと）



本来であれば、目標の 3万 pv（一般的にある程度認知がされてきたサイト）を
達成できるサイトに成長した段階で、
本サイトを協議会にとっての次なる段階のサイトにしていこうと考え

・ECサイト
・総合的な絹関連メディアとしての情報サイト
等の企画準備を本年度は考えておりました。

しかしながら昨今の新型コロナウィルスの影響もあり、
本年は、大規模な会議や、各地への取材も難しくなることが想像されます。

ですので、本年度の時点では

1. 昨年度で集めた pv 数を減らさないための施策
2. 社会的に意義のあるページの構築
の2点に絞った提案を考えさせていただきました。



pv数を保つ施策a

本年度必要となるのは
実地への取材の必要のないコンテンツの制作です。
具体的な企画としては昨年度制作し好評をいただいた

ブランドブックの内容の抜粋（a-z計計26回更新）
を考えています。
実際に使った写真、記事（英文併記）ですでにあり、
すぐにでも更新開始が可能です。

今後ブランドブック自体の活用（別紙提案）もあり、
そのための宣伝（ex「完全版はコチラ」のように）に
もなるメリットもあります。

8 協力 :一般財団法人 大日本蚕糸会

B
景 ／ Background

各地で受け継がれている養蚕や蚕糸の数
は、年月とともに減少している。
Distribution map of sericulture farm: The 
methods have been passed on in various 
regions. But the number of sericulture 
farms and raw silk produced is decreasing. 

日本の養蚕農家の分布図

わずか 0.3％。

蚕から生糸、絹織物や製品まで、

すべて日本国内で生産される純国産絹が、

国内の絹製品に占める割合である。

1929年のピーク時には 221万戸あった養蚕農家は、

1989年に 57230戸、 2018年には 293戸に激減。

危機的状況を反映するかのように、

その稀少価値は高まりつづけている。

シルクロード以前から独自の絹を生み出し、

何世紀にもわたって継承してきた美しい宝を、

いかにして守り、未来へつないでいくか。

ニッポンの底力が、いま問われている。

未来へつなぐ夢。

Only 0.3 %

This figure is the percentage of the authentic* Japanese 

silk products, to the entire silk  products made in Japan. 

The number of sericulture farms, 2.21 million at its peak 

in 1929, fell sharply to 57,230 in 1989 and 293 in 2018. 

Japanese silk product’s rarity value is on an upward trend, 

as if reflecting this critical state. It is called into question 

how it is possible to preserve and pass the value for 

centuries, succeeded to the future.  

A dream towards the future.

多くの養蚕農家があった
戦前、蚕を育む桑畑は日
本全国に広がっていた。
Before the war when 
there were a number 
of sericulture farms, 
the mulberry fields for 
sericulture had spread 
throughout Japan.

「宝絹」ブランドは、選ばれた純
国産絹の製品に与えられる。
What is "TAKARAGINU" Brand?
The brand name is given to the 
selected items, made with the 
authentic Japanese silk.

*The silk product made in Japan through the all processes,
 from egg production to final products.

6 協力 :株式会社甲斐絹座

A
域 ／ Area

色と柄が織りなす繊細な美しさ。
絹織物の産地だった富士吉田の誇
りを守る。
Delicate beauty of colours and 
patterns. The project members 
aim to perpetuate the fame of 
Fujiyoshida, the traditional silk 
fabric production area.

2013年、上品な先染の薄くて軽いストールが、

MoMAデザインストアに選ばれた。

品質に厳しいバイヤーの審美眼にかなう「甲斐絹」は、

一度は途絶えてしまった伝統的な織物。

かつては絹織物の産地として発展した

富士吉田周辺の織物業 4社が復刻を志し、

プロジェクトのスタートにあたっては、

あえて新しい技術を取り入れたという。

整経機によってつくり出され、織られた柄は、

ストライプやチェックのようにモダンで、

江戸時代に「粋」の代名詞だった羽裏を思わせる。

甲斐に伝わる「幻の絹」は、世界のシルクとして甦った。

「幻の絹」から世界のシルクへ。

In 2013, the Museum of Modern Art (MoMA) Design 

Store in NY started to sell thin, light and elegant yarn 

dyed stoles. A MoMA store buyer, with an appreciation 

for the art, choose the “KAIKI” silk stole for one of 

their new items. The KAIKI, a traditional silk fabric had 

been produced in the area called Fujiyoshida, was once 

vanished. The area was at the height of prosperity due to 

the silk production. 

Four textile companies of ambition around the area 

aspired to reproduce the fabric, with new technology. 

Their warping machine creates the patterns as modern 

as Western stripes or plaid. These patterns also remind 

us “HAURA (lining of Japanese traditional jackets with 

novel design)” well expressed a natty “IKI”- mind in the 

Edo period. 

The legendary KAIKI silk finally revived in the 

international market of design. 

A legendary silk won the 
international reputation. 

整経機で経糸（たてい
と）を配列し、多種多
様な柄を織り上げる。
The warping machine 
arranges warp yearn, 
that weaves various 
patterns.

・ブランドブックの一部



もう一つは

SNSのさらなる活用とご協力
です。現在FBと TWにてなるだけ頻繁な更新を心がけており、
少しづつですが、フォロワー数も増えてきています。
アクセス解析上においても
SNSでのサイトへの訪問数が増えています。
可能であれば提携グループの皆様が
SNSのアカウントをお持ちでしたら、
フォローや「いいね」のご協力もお願いいただけると、
さらに影響力のある（集客力のある）
アカウントに育っていくはずです。

pv数を保つ施策b

・FB、TWのアカウントページ



子供達に対して教育的な内容の拡充を考えております。

学習ページ「スタディルーム」の内容の刷新です。
具体的には

・女の子のキャラクターを追加
・現在ある資料をwebページとして閲覧可能に
・追加の資料を作成(教材用動画)
動画に関しては、作成期間を本年度中とし、状況が落ち着き次第
取材を行う予定です。碓氷、宮坂、岡谷の製糸場の様子を撮影編
集しweb にアップを行います。
この動画は、ダウンロードして教育現場で使用可能なものとして
公開します。
何かしらの手段で各教育委員会等に告知ができれば、
とても価値があるページになるはずです。
・各教育委員会等への告知
・毎日小学生新聞等への出稿
などを手段として考えております。

社会的に意義のあるページ

・現在のスタディページ


