
＼＼ひょうたんから駒/／

絶滅寸前！養老のひょうたんが
ヒット商品に変身するまで

合同会社ひだか 竹内蘭
https://hidaka-llc.jimdofree.com/
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養老とひょうたん
【歴史】

岐阜県養老町はその昔、「親孝行
息子が養老の滝の水をひょうたん
に入れて持ち帰ったところお酒に代
わり病気のお父さんが元気になっ
た」という「養老の滝伝説」からひょ
うたんを町のシンボルとして掲げ、
かつては土産物としての販売が盛
んで栽培農家も多くありました。

【現状・課題】

近年では、土産品としての需要の
変化、高齢化に伴い栽培農家は激
減し、今年に入り農家３～４軒と卸
売業１軒が廃業、現在「業」として
瓢箪に関わる農家（販売店）は弊
社を含め4軒のみになりました。
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わたしとひょうたん
【プロフィール】
2011 瓢箪の栽培加工をはじめる

2013 ＮＰＯ法人ヨロスト設立（初代・代表理事）

2014 養老瓢箪工房エイト８ オープン

2017 第４２回全日本愛瓢会全国展示会養老大会招致金賞・養老町長賞

2019 第４４回全日本愛瓢会全国展示会 金賞・全日本愛瓢会長賞

2019 グループ展 ミニマムエキシビションヨーロー 主催

2020 ヨーローヒョウタン工房 に名称変更

2020 グループ展 ミニマムエキシビションヨーロー 主催

2020 ルクセンブルク芸術祭出展2021

大垣市 奥の細道むすびの地記念館イルミネーション制作

2021 飛騨市 縄文ともしびナイト 主催

2021 グループ展 ミニマムエキシビションヨーロー 主催

2022 法人化「合同会社ひだか」設立（CEO）、バーバパパ（本社フランス）と

ライセンス契約を結び、世界初の「ひょうたんバーバパパ」商品発売

2022 NPO法人・全日本愛瓢会の理事に最年少で就任
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活動実績
まちづくり活動をきっかけに、町の
シンボル瓢箪文化が高齢化により
途絶える寸前であることを知り、10
年前から栽培加工をはじめました。
日本神話や古代史をテーマに光が
あふれるランタン作品づくり、個人
向け講座、学校・団体向けの栽培
加工指導、商業施設でのひょうた
んアートイベントを実施しています。

ひょうたんの魅力を分かりやすく伝
えるため「ひょうたんマダム」として
各地へ赴き、まちづくり団体「ＮＰＯ
法人ヨロスト」のメンバーとして運営
しているインターネット番組にはＭ
Ｃとして参加しています。
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活動実績
町内外の学校や教育委員会
と連携し、苗の配布・定植、
収穫処理、アート教室と春か
ら１年間を通した「瓢育」を毎
年実施。

大垣養老高校食品化学科
「瓢箪倶楽部秀吉」との栽培
研究活動（外部顧問）は6年
目となり、やがて岐阜県学校
農業クラブ連盟全体へと広
がり、オリンピックプロムナー
ド事業、ＪＲ岐阜駅の大規模
イルミネーション事業へと発
展し、ひょうたん文化・技術の
継承につながっています。
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養老町 こども園・小学校・中学校

大垣養老高校（瓢箪倶楽部秀吉）

岐阜県学校農業クラブ

（県下７つの農業高校へ波及）

ＪＲ岐阜駅イルミネーショ
ン

大垣市教育委員会

岐阜県教育委員会

文化財をひょうたんラン
プで再現する体験教室

瓢箪

×教育



活動実績
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2017年には全日本愛瓢会の全国大会を招致
し名誉総裁・秋篠宮文仁殿下をお迎えし盛大
に開催されました。

また、岐阜県主催のアートイベント「YORO 
ART PIKNIC」にキュレーターとして参加したり、
養老公園エリアでのグループ展「ミニマムエキ
シビションヨーロー」を主催したりと、地域資源
のＰＲと地域作家の活躍の場を創出する活動
や、文化継承と後継者育成のため町内学校で
の栽培・加工指導に特に力を入れています。

2022年に個人事業を法人化しフランスの人気
キャラクター「バーバパパ」の公式ライセンスを
取得、ひょうたんにﾊﾞｰﾊﾞﾊﾟﾊﾟをデザインした世
界初のグッズを商品化しました。



メディア出演
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【メディア】

NHK ぎふチャン

CBCテレビ

中京テレビ 日テレ

岐阜新聞

中日新聞 朝日新聞

ラジオＦＭ 他多数

【寄稿】

青淵（渋沢栄一記念財団）

素描（岐阜新聞コラム）

他多数

2022年7月1日さらさらサラダ（ＮＨＫ名古屋）

2021.7.6 中日新聞14面 2021.12.1 中日新聞12面

2019.6.21 中日新聞12面 2019.2022.3.4 岐阜新聞24面



ひょうたんバーバパパ
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【誕生の背景】

ひょうたんは養老町で昔から栽培加工が盛んでお土産品としてもたくさん販
売されてきましたが、時代の変化でさほど売れなくなり、携わる人の高齢化も
あり文化として消える寸前です。その現状を変えるべく、ひょうたんでカラフル
なペイントを施した雑貨やランプを制作したり、「ひょうたんマダム」として地域
のこどもたちに魅力を伝える活動をつづけ10年。少しずつ瓢箪の魅力が再認
識されつつありますが、地域の産業として復活するにはまだ程遠い状況です。

この原因はおもに2つ

①生産者側の課題

「苦労して作っても傷なくよい形のものは一部で儲からない」

春の苗植えから収穫処理をする秋まで半年以上手間暇かけて作る割に、傷な
くバランスの良い形のもは全体のごく一部、苦労してもほとんどが売れない、
安く買い叩かれるor素材としてはじかれるため生産意欲が上がらない。



ひょうたんバーバパパ
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【誕生の背景】

②購入者側からみたネック

「昔ながらのひょうたん飾りは魅力がない、手の込んだ工芸品は高い」

茶色く塗って赤い房紐のついたよくある地味なひょうたん土産は魅力がない、
正直いらない。美しい工芸品は魅力的だけど、その分高価で土産品としてふ
らっと立ち寄って手が出るものではない。

古臭い…ダサい… 工芸品は高価で気軽に買えない （数千～数万円）

ほしくない…



ひょうたんバーバパパ
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【生産者側のメリット】

バーバパパは自由に変形するキャラクターであるため

①これまで商品にならなかった素材が使える

傷があっても、形がそろっていなくても、シミや凹凸があっても全部商品化可能

②加工が比較的簡単

ボディ色は一色でべた塗り、顔を描くだけなので高い描画技術がなくても練習
すればだれでも生産に関われる（外注や内職パートもＯＫ、雇用につながるし、
手工芸品でも体制が整えば大量生産が可能）

【購入者側のメリット】

①そもそもバーバパパの認知度が高く人気で写真映えする

②安いので買いやすい（￥1000程度～）

③キャラは9タイプ（8色）あり、全キャラクター揃えたくなる

（収集、リピート、友人・家族同士おそろい、まとめ買い）



ひょうたんバーバパパ
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【既存資源「養老天命反転地」との親和性】

世界的芸術家・（故）荒川修作氏と詩人・ﾏﾄﾞﾘﾝｷﾞﾝｽﾞ氏
が1995年に創造したカラフルで不思議な「養老天命反
転地」が写真映えスポットとして人気が再燃、20代の若

者を中心に訪問者が増え続けています。これらの作品
には「建築する身体」というコンセプトがあり、訪問者は
カラフルで並行・平面のない不思議な空間から様々な
体感や知覚の変化をうけますが、どこまでが体（ひと）
でどこからが建物なのかという隔たりを曖昧にする狙
いもあり、まるで自分の身体がビヨーンと伸びて柱や壁
になっているような、物理法則や常識を越える空間に
なっています。 これはまさに、自分の体を自在に変化
させ多種多様な使い方と外界とのつながりを実現させ
ながらみんなを笑顔にしてしまうバーバパパの世界観
とも共通するので観光インバウンド促進としての相乗
効果が期待できる。



ひょうたんバーバパパ
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【ターゲット】

20代女性

養老天命反転地へ訪れるフォトジェニッ
ク好きな観光客

養老らしいお土産を求める国内外からの
観光客、バーバパパファン

※バーバパパファン層
（ｻﾌﾞﾗｲｾﾝｻｰ、ﾌﾟﾗｻﾞｽﾀｲﾙｶﾝﾊﾟﾆｰより）

第一世代：アニメ放送を見ていた40代後半～50代

第二世代：アニメ再放送を見ていた30代

若いファミリー層

第3世代：キャラクターグッズ好きの10～20代女性

【目標】
ひょうたんの地味なイメージを
覆しアートの町・養老を発信

傷があったり形がよくないひょ
うたんの活用による栽培加工
技術の継承

既存の地域資源「養老天命
反転地」のコンセプトとの類似
性、理解促進による相乗的な
観光効果

ひょうたんを知らなくてもほしく
なるグッズ



ひょうたんバーバパパ
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【現状分析／マーケット】

養老町のシンボルだが昔ながらの
ひょうたん飾りはほとんど売れなく
なっている

地元らしくおしゃれな（かわいい）お
土産がない

近隣の土産店は同じような大量生
産のグッズや菓子がほとんど

「養老サイダー」「ご当地ベア」など
地元らしさがあるものは人気

【ニーズ／買い手】
かわいくて珍しいものがほしい

養老天命反転地で写真を撮るアイテ
ムとしてもカラフルで映える

天然素材・ひょうたんかでできている
ので自然からうまれたバーバパパの
世界観を感じやすい

【ニーズ／生産者・売り手】
ありきたりな商品との差別化ができる

形がよくない傷のあるひょうたんも活
用でき栽培・生産コストが下がる

パッと見てわかりやすく、もともと人気
のあるバーバパパなら養老天命反転
地（三鷹天命反転住宅）や養老鉄道
などと共同プロモーションがしやすい



ひょうたんバーバパパ

14

【商品概要】

天然のひょうたんにアクリル絵具で
着色、顔を描き、コーティングを施
してからｷｰﾎﾙﾀﾞｰﾊﾟｰﾂやｽﾄﾗｯﾌﾟを
つけて仕上げます。すべて手作業
による手工芸品で一つとして同じも
のはありません。材料になるひょう
たんは養老町を中心に飛騨市古川
町の委託農場で栽培されたものな
ど岐阜県産を使います。

【商品展開】
①キーホルダー
¥1,320（税込）
約3-4ｃｍ

②オーナメント
¥1,100（税込）
約7-8ｃｍ

③房紐ｵｰﾅﾒﾝﾄ
¥1,980（税込）
約10ｃｍ

④体験教室
¥1,000（税込）
「ひょうたんバーバパパをつくろう」

どんなひょうたんも
ぜ～んぶ使える



ひょうたんバーバパパ
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【販売先・販売方法】

店舗販売

2022.6月～

ヨーローヒョウタン工房

2022..10月以降＜予定＞

奥の細道むすびの地記念館ショッ
プ（大垣市）／あめんぼ直売所（大
垣市）／養老ランド（養老町）

＜未調整＞

養老天命反転地ミュージアムショッ
プ（養老町）／養老ＳＡ（名神高速
道路）／関ヶ原古戦場ミュージアム
ショップ／墨俣城／木遊館／アン
テナショップ（GIFTS、岐阜ﾎｰﾙ）他

【通信販売】
2022.7月～
ヨーローヒョウタン工房ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ
https://hidaka-llc.stores.jp/

2022.10月＜予定＞
エクセレントマーケット
（楽天市場／㈲樹林）
https://www.rakuten.ne.jp/gold/excell
ent-market/



ひょうたんバーバパパ
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【販促イベント】
メディア 各種新聞、ＴＶ
限定販売
2022.4月 ＰＬＡＺＡ アトレ松戸店
2022.5月 ＰＬＡＺＡｲｵﾝﾓｰﾙ各務原
イベント モレラ岐阜 イオンモール大垣
2022.10/29-30
岐阜県人会インターナショナル世界大会
2022.11月 奥の細道むすびの地記念館

ポートウォークみなと（名古屋）

＜未調整＞
養老天命反転地、または三鷹天命反転住宅で展示

（ｲﾝｽﾀﾚｰｼｮﾝ）・グッズ販売イベント／養老鉄道とタイ
アップ「バーバパパ列車」でコラボグッズとして販売／
インフルエンサ―マーケティング、見本市、展示会他



報道
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2022.4.9 中日新聞・中日新聞web

2022.4.23 中日新聞16面



報道
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2022.4.26 岐阜新聞・岐阜新聞web

2022.6.12 岐阜新聞11面



ひょうたんバーバパパで描く未来
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地域活性化
郷土品の古くて新しい

魅力を再発見
地域企業の活用

雇用促進

農業
人材育成

生産者の収入ＵＰ

アート
地域資源

地域作家とのコラボ
インバウンド
観光促進

SDGs
天然素材

環境負荷が小さい
商品化できなかった素

材の活用

ダイバーシティ
多様性・個性が
生かせる社会

年間を通した学校教育

国際交流
GIFU

FRANCE

凱旋帰国！2024パリ五輪！

農業国かつ芸術の街
フランスに行こう！


