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SAVING  
CULTURAL 
DIVERSITY 
FOR  
HUMAN’S 
WELFARE

FOR

SUTAINABLE 
TOURISM 
MANAGEMENT

FOR

CULTURAL GOODS 
PROMOTION & 
DISTRIBUTION

FOR

COORDINATE 
GLOBAL 
COOPERATION

O U R   S E R V I C E S

Consulting for 
regional tourism development.

Providing service for 
global marketing & distribution.

Coordinating for 
global cooperative project.

S U P P O R T I N G  &  C O O P E R A T I N G   P R O J E C T S

Consult for adapting & operating regional 
sustainable tourism development & management. 

From support for multi-stakeholder projects, 
implement international tourism promotion, 
hold seminars & forums, bring up mind of 

inhabitants for promoting tourism, to plan & clear 
up for making regional strategy.

Provide marketing services treats cultural assets 
& goods, and distribution services. 

From support for design, brush up marketing strategy, 
plan & implement promotion programs, 

im/ex-port products, 
to implement supporting  programs 

for lifting up additional vales of services.

Coordinate international projects 
cooperate with multi-sectors. 

From plan, coordinate, & operate long-term 
projects forces on social matters or industrial 

common purpose, to implement short term event 
or promotion activities, 

& support for exchange project.

Project with ISF 
International Sake Federation (NGO)

Supporting to execute managing of international 
NGO that is operating for concrete social 
environment, networks, and regulations, connects 
sustainable development for Japanese Sake 
culture & industry.

Project with MEIJO 
Meijo University (faculty of agriculture)

Cooperative project for providing active learning 
program to learn about implementing project 
of international Sake promotion through plan, 
produce, and sales for French market. 

Project with BC 
Brasserie Chevalier (Sake brewery in France)

Supporting for establish & operate Sake 
producer in south France through providing 
technics, ingredients, promotion, & networks.

Project with NAKATSUGAWA-ENA 
Council for tourism development in the region

Supporting & directing to implement multi- 
stakeholder type tourism development project 
in region of Nakatsugawa-Ena (Gifu pref.) in 
Japan.

Brasserie Chevalier

A B O U T   U S

With the global network

JAPAN 
NAKATSUGAWA / headquarter 
3-38 Yanagimachi, 
Nakatsugawa, Gifu, Japan 5080013 

EUROPE 
LUXEMBOURG 
62 Rue Auther Useldinger L-4153, 
Esch/Alzette, Luxembourg 4266 

C O N T A C T   U S

Representative 

Hisashi MIYATA

For co-creating ‘QUALITY ECONOMY’

High-developed technology and science, and efficiency operation 
brings convenience and comfort for our life. 
Smooth circulations of financial capital and funding system 
encourages our effective cooperations, and supports large scale 
projects. 
And the other hand, aiming undue mindset for development - like 
exploring high-spec science, pursuing efficiency, multiplying 
financial capital - contains concerns to cause deterioration of 
labour’s value, to shrink succeeded cultures (it looks seemingly 
‘inefficient’), to expand social classification, and already we can find 
these tendency causes social unrest. 
Goods, that to be fostered relationship between nature and human, 
and produced by people, has less perfection, but cultural goods 
has charms and quality that can touch humanities and can discover 
new differences each time. 
To recognize values exists behind of products like nature and 
people’s life, to propose attractive in scene of consumption, to 
expand circles to share these experiences, and to encourage 
those circulations, is common wisdom for maintaining social 
stability and for managing social wealthiness. 
Our wishes and important source of motivation is co-creating these 
circulation, that we calls ‘Quality Economy’, through implementing 
our business, and collaborating people who shared common 
purposes in all over the world. 

Hisashi MIYATA (president)

Director 

Christian SCHUBERT



高度な科学技術や効率的なオペレーションは、私たちの生活に便利 
さや快適性をもたらしてくれます。 
金融資本の円滑な循環や妥当な集約は、私たちの効果的な支え合い 
を支援し、大規模な協力関係を後押しします。 
一方で、高度な科学、効率性の追求、金融資本の最大化といった成 
長マインドのみに偏ることは、人々の労働価値の低下、継承されて 
きた一見「非効率な」文化の衰退、社会的格差の拡大等を招く恐れ 
があり、すでにそれらの傾向が、社会的な不安を招いています。 
自然と人々の生活の間で育まれ、人々の手によって生み出されてき 
たものは、完全性では劣るものの、それぞれに人間性に触れること 
ができ、発見があるのも文化的な財の特徴と魅力と言えます。 
自然、人々の生活といった商品の背後にあるものの価値を認めると 
同時に、消費のシーンにおいて、魅力的に提案すること、その分か 
ち合いの輪を広げ、循環を支えていくことは、社会的な均衡を維持 
し、豊かな社会を運営する上での知恵と言えるでしょう。 
そのような循環、すなわち、私たちが「価値経済」と呼んでいるも 
のを、推進する事業の中で、またその関わりの中で、世界中の共感 
者と共に、創り上げていくことが、私たちの望みであり、重要な動 
機の源泉となっています。 

代表　宮田 久司

EN    JP    FR    GR    CH

豊かな社会、 
それは 
文化の多様性を 
守ることから。

のために
持続可能な 
地域観光の 
経営

のために
文化的な財の 
プロモーションと 
流通

のために
グローバルな 
協力的事業の 
コーディネート

私 た ち の サ ー ビ ス

地域の観光開発の 
コンサルティング

グローバルなマーケティングと 
流通に関するサービスの提供

国際的な協業プロジェクトの 
コーディネート

支 援 ・ 協 業 プ ロ ジ ェ ク ト

地域における持続可能な観光地域の開発 
及び経営に関する導入や運用のコンサルティング業務。 

マルチステークホルダー型の事業支援から 
国際的なツーリズムプロモーションの執行、 

セミナーやフォーラム等の実施、地域住民の意識醸成、 
観光地域戦略の立案・整理まで。

文化的な資源・商材のマーケティング 
及び流通に関するサービスの提供。 

デザイン支援からマーケティング戦略の整理、 
プロモーション施策の立案・実施、 

製品の輸出入、サービスの付加価値の向上に関する 
支援プログラムの執行まで。

国際間における産官学民の 
協力的なプロジェクトのコーディネート業務。 
長期的な社会的課題や産業的共通目標に基づく 
プロジェクトの計画・調整・管理から、 

短期的なイベントやプロモーション活動の展開、 
交流活動等の執行協力まで。

プロジェクト・ISF 
国際日本酒普及連盟（NGO）

日本酒の文化、産業における国際レベルでの持続可 
能な発展に寄与する社会環境、ネットワーク、制度 
整備、支援に関する国際NGOの運営支援・協力。

プロジェクト・名城 
名城大学（農学部）

プロジェクト・BC 
ブラッスリー シェヴァリエ（フランスの清酒蔵）

南フランスにおける清酒の製造に関する技術、原材 
料、プロモーション、関係ネットワークの供与等に 
関する支援。

プロジェクト・中津川-恵那 
ひがしみの観光推進協議会（中津川市・恵那市）

岐阜県中津川市、恵那市における広域的なマルチス 
テークホルダー型の観光振興プロジェクトの執行に 
関する支援・監修。

Brasserie Chevalier

私 た ち に つ い て

グローバルネットワークと共に。

日本 
中津川 / 本社 
中津川市柳町3-38 
岐阜県、日本／508-0013 

欧州 
ルクセンブルク 
アルチュール・ユゼルダンジェ通り62 L-4153 
エッシュ・アルゼット、ルクセンブルク／4266

私たちへのコンタクト

代表 

宮田 久司

価値経済を共に創造する。

フランス市場向けの日本酒の企画、製造、販売を行 
うことを通じた、国際的な日本酒プロモーションプ 
ロジェクトの執行に関するアクティブラーニングプ 
ログラムの提供協力。

ディレクター 

クリスチャン シューベルト


