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⽇本茶を世界へ
Japanese Tea to The World

過疎の町の零細企業は
世界のブランドになれるのか？

Kyoto Obubu Tea Farms
副代表 松本靖治

V.P. Yasuharu Matsumoto



はじめに

東京に⼗年住んでました！



今

京都のど⽥舎に住んでます。



今⽇伝えたいこと

⽥舎でもできる！
東京ならもっとできる！





和束はどこ？
Where is Wazuka?
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和束はどこ？
Where is Wazuka?

South end of Kyoto



近くにある有名な場所
Famous spots nearby

•伊賀/Iga
•甲賀/Koga
•柳⽣/Yagyu



和束の茶畑写真集
Photos of Wazuka







































８００年の茶作りの歴史
800 years history of tea production



⾯積/Area
65km2

茶畑/tea fields
6km2(10%)

⼭林/mountains and forests
49km2(75%)

住居ほか/residential area
10km2(15%)

⼈⼝/population
4,000

和束のサイズ/Size of Wazuka



和束のサイズ/Size of Wazuka

和束/Wazuka

⾯積/area: 65km2
⼈⼝/population: 4,000

サンマリノ共和国
Republic of San Marino

⾯積/area: 61km2
⼈⼝/population: 30,000



和束のサイズ/Size of Wazuka

和束/Wazuka

⾯積/area: 65km2
⼈⼝/population: 4,000

マンハッタン島
Manhattan Island

⾯積/area: 59km2
昼間⼈⼝/daytime population:

2,090,000



和束のサイズ/Size of Wazuka

和束/Wazuka

⾯積/area: 65km2
⼈⼝/population: 4,000

⼭⼿線内側
Inside of Yamanote line

⾯積/area: 63km2
昼間⼈⼝/daytime population:

3,000,000





ゼロからのスタート

•知識（お茶、IT）ゼロ
•⼈脈ゼロ
•お⾦ゼロ



１９９７年/Year 1997

始まりは、
一杯のお茶

It started with a single cup of tea.



２００４年 おぶぶ創業
In 2004, Obubu was established.



日本茶を世界へ
Japanese tea to the world

使命/Mission



管理茶園面積 約一万坪（３ｈａ）
Tea field area: approximately 3ha

茶の生産
Tea production



１００％可搬式摘採機
100% handheld harvester

和束茶の生産
The production of Wazuka tea



製茶/TEA PROCESSING



茶の販売
Sales of tea

ネット通販/Online sales
日本語/英語

世界１１６カ国/116 countries in the world



お茶のインストラクション/Tea Instruction



茶畑での観光
Tea field sightseeing

茶摘体験
Experience of tea picking

茶畑ツアー
Tea field tour



茶畑オーナー制度/Obubu Tea Club 
１⽇５０円で茶畑⼀坪のオーナーになれる
You will become an honorary owner of a tea farm with paying 50 yen per day.

世界１８ヵ国７５０名
1８ countries, 750 members



国際インターン制度
Global internship program

２６カ国１１４名
１１４interns from ２６ countries



社会貢献
Social Contribution



コンセプト
Concept

茶畑からの社会貢献
Social Contribution 

from Tea Field



障がい者との協働
Co-operation with disabled people

ラベル貼り、パンフ折りなどを授産施設に委託
We entrust some work to sheltered workshop.



児童養護施設（いわゆる孤児院）/orphanage
児童⾃⽴⽀援施設（いわゆる教護院）
/children's self-reliance support facility 

⼦供たちに農業体験
Farming experience towards children



まちおこし
town revitalization

茶源郷まつり
Chagenkyo Festival

14,0００人動員
14,000 people visited



国際⽇本茶協会



おぶぶのスタッフ
The Obubu Family

７名/７ members



⽇本茶を世界へ
Japanese tea to the World



海外通販 Online sales
発送実績６７カ国/Shipments made to 6７ countries



⽇本茶の学校
Japanese Tea Master Course



海外での日本茶普及

２００６年より ４０都市以上







年間1500⼈以上が来訪



Movie







京都おぶぶ茶苑とは？
What is Obubu?

ＩＴ
情報発信、
ネット通販
ができる

使命
「⽇本茶を世界へ」

共感できる

茶畑
みずから⽣産している



ネット通販について
Online Business



今さら通販？





独⾃ドメインがオススメ！



通販というより
インターネットの活⽤

⾃社ウェブサイトを持つ意味

看板 ⽞関



おススメする理由



モノを売らなくていい。



世界につながっている



リピートしやすい。



仲間ができる。



⾃由度が⾼い

お茶の販売
茶畑ツアー

茶畑オーナー制度



⼀度作ったらずっと使える



成功するために



夢を持つ



オンリーワンになる



読み書きそろばん程度の知識



継続する



ネットを使って
今、取り組んでること



国際⽇本茶協会

世界に⽇本茶のコミュニティを作る





ティーツーリズム
（茶畑観光）

フランスのワイナリーツアーのように
⽇本の茶畑を観光地にする



空家活⽤



⼆拠点居住



⻑崎 東そのぎ



⾃由な学校を作りたい！



さいごに



暗⿊時代

⽊を育てるようなもの







ここポイント！





時間がかかる。

しかも実を結ぶ前に
1回枯れる。



だから
マジでやりたいこと

じゃないと続かない。



続けられること

あなたにとっての王道



王道を⾏こう！



栄光が
あなたを待っている！



⼀緒にがんばろう！



毎週⾦曜発⾏メールマガジン
「未来は僕らの⼿の中」

https://nextsunday.co



ご静聴ありがとうございました。

Thank you for listening.


