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News Release 
  

Makuake「オンライン催事・石垣島／八重山フェア」（仮称）を今秋開催！ 

  ～石垣市・竹富町・与那国町と連携しクラウドファンディングサイト

Makuakeに出展支援～ 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）沖縄事務所は、石垣市（市長：中山 義隆）、

竹富町（町長：前泊 正人）及び与那国町（町長：糸数 健一）、石垣市商工会（会長：大濵 達也）、

竹富町商工会（会長:屋宜 靖）及び与那国町商工会（会長：杉本 和信）と連携し、2022年 10月

上旬から約 2 か月間「アタラシイものや体験を応援購入する」クラウドファンディングサイト

Makuakeにて「オンライン催事・石垣島／八重山フェア」（仮称）を開催し、各地域の事業者の出

展支援を行うこととしました。 

コロナ禍により著しい影響を受けた石垣市・竹富町・与那国町内で活動する事業者を対象とし、

県内外への新たな販路開拓を目指すとともに、オンライン催事開催期間中においては、出展商品

の試飲試食、テスター展示を産業まつり等と連動して行うことにより、八重山地域の魅力を広く

伝えることを目指します。 

「オンライン催事」は昨年 11月 26日から「石垣島フェア」として開催したものを、八重山地

域全域に拡大して実施するものです（実績は別紙１参照）。 

◆「オンライン催事・石垣島／八重山フェア」（仮称） 

・開催期間（予定）：2022年 10月上旬から 2022年 12月上旬まで 

【参加手続き】 

① 事前説明会（別紙２参照）

●オンライン催事出展には事前説明会への参加又はアーカイブ視聴が必須となります。

開催日時：2022年 6 月15 日（水曜）13:30～15:30 

開催場所：石垣市民会館 中ホール（石垣市浜崎町 1丁目 1-2） 

※オンライン同時配信、後日アーカイブ動画配信 

参加費用：無料 

詳細：申し込みＵＲＬ

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/okinawa/event/2022/ki772s0000001vgk.html 

※説明会終了後、個別相談会を予定（先着順及び遠隔地の方優先） 

https://www.smrj.go.jp/regional_hq/okinawa/event/2022/ki772s0000001vgk.html


② 個別相談会 

◇マクアケ社による個別相談 

開催日時：2022年 6月 16日（木曜）9:00～17:00 

    開催場所：石垣市役所 2階大会議室（住所：石垣市真栄里６７２番地） 

    参加方法：事前登録制（先着順） 

   ◇集中個別相談会（中小機構） 

    開催日（予定）：2022年 6月 27日（月曜）～7月 1日（金曜） 

    開催場所：未定 

    相談内容：オンライン催事出展にかかる商品開発等の相談 

    参加方法：事前登録制（先着順） 

   ※それ以外に 2週間に 1回程度石垣市商工会等において中小機構の相談窓口を設置します。     

③ 参加申込み受付【2 段階受付方式】 

    ◇資格確認等 

受付期間（予定）：2022年 6月 27日（月曜）～7月 15日（金曜） 

     申込先：地域活性化プログラム運営事務局※6月 15日事前説明会以降発表 

     ◇Makuake参加申込み（資格確認等が終了した事業者） 

      受付期間（予定）：2022 年 7月 20日（水曜）～7月 27日（水曜） 

      申込先：マクアケ社※資格確認終了者に対して通知 

④ プロジェクトページ制作ワークショップ・ミートアップイベント 

    開催日：令和 4年 7月 20日（水曜）時間未定 

    開催場所：石垣市民会館中ホール 

    対象者：オンライン催事出展予定者 

 

＜Makuakeについて＞ 

「Makuake」は、「生まれるべきものが生まれ 広がるべきものが広がり 残るべきものが残る世

界の実現」をビジョンに掲げる、アタラシイものや体験の応援購入サービスです。全国 100社

以上の金融機関との連携により日本各地の事業者が活用しているほか、国内外の流通パートナ

ーとも連携し、プロジェクト終了後も事業が広がるよう支援しています 



＜地域活性化（観光支援）プログラムについて＞ 

本プログラムは、ウィズコロナ／アフターコロナを見据え、観光・サービス事業者等が継続

的な販路の確保及び自立的な商品開発等の取組みの定着を図ること及び原油高や原材料費の高

騰などを見据え、域外からの移入削減・域内消費の拡大図ることなどを目的とし、自治体、商

工団体、金融機関、国の支援機関などがそれぞれの支援施策を結集・連携して地域課題を解決

する新たな支援モデルとして行うものです。 

 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーション

や地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環

境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の

育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企

業支援機関の支援力の向上に協力します。 

 

  ＜本件に関するお問い合わせ先＞  

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 沖縄事務所（担当者：城間・蔵元） 

住所：沖縄県那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援センター313-1 

電話：098-859-7566 



令和3年度地域活性化プログラム【石垣市】の実績【別紙１】 2022.5.25
中小機構

■国内販路開拓支援スキームの構築支援
Makuake「オンライン催事・石垣島フェア」令和3年11月26日(金曜）～令和4年1月28日（金曜）

参加プロジェクト数
23件（複数連携体含む 31社参加）

全プロジェクトの応援購入総額
14,129,498円 （目標額合計：7,412,500円）達成率：190.6%

サポーター総数(延べ数)
1,930名

※23プロジェクト中18プロジェクトが目標達成
※全47都道府県より応援購入者あり
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2022.５.25
中小機構

・石垣島フェア内で横のつながりを感じることができ、実行者同士で交流ができた。
相互紹介を活動レポート内で行えたことがよかった。

・これを小ネタに小売販路にもっていくとスムーズに商談が進む実感あり（目標達成により）
・初めてのEC販売だったので、ノウハウが溜まった。
・Makuakeへの出展を機に、他の商談会や、フェア（地域活性化パートナーであるカタログハウス）
からも声がかかり、具体的な商談に広がった。

・中だるみ期間の情報拡散施策を事前に検討、担当キュレーターへ相談すればよかった。
・社内現場スタッフをもっと巻き込めばよかった。
・個別でやってた感覚が強く、もっと横のつながりを感じられる取組が事前にもっとあればよかった。

・地域行政主導のオンライン催事として過去最大規模の結果。
・コロナ禍でマスメディアや地元メディアの取材活動が難しい状況下で、実行者同士が活動レポートで
相互紹介をする等、１つ１つの丁寧な発信がサポーターにも伝わり、実行者を応援するコメントが、
マクアケ内やSNSで多く見受けられた。

フェア参加事業者の声

◎よかった点

△課題点

マクアケ社としての振り返り
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石垣島/八重山フェア石垣島/八重山フェア
～応援購入型サービスMakuakeへの出展～

2022年10月～2022年12月開催（予定）

オン
ライン催事

国内有数のクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」で、

オンライン催事「石垣島/八重山フェア（仮称）」を開催します。
八重山地域の新しい商品（物産、宿泊プラン、体験ツアー、

イベント、飲食メニュー等）をPRして、

八重山事業の皆様にテストマーケティングの機会や、

応援購入型でのファン獲得の機会づくりを目指します。

まだ世に出ていない八重山の魅力を集めたフェアを、
昨年の石垣島フェアに続き、

今年度は八重山地域に広げて開催します！
商品への想いや、事業者様自身のストーリーを発信することで、

応援者を獲得する取組です。

詳細は、事前説明会にて！是非ご参加ください！

まだ世に出ていない、旬のもの、世界に発信したい
八重山の新商品、新サービス物産・宿泊プラン、体験ツアーなど。
八重山地域で一定期間内に使用できるクーポン券をリターンとする出展も可能ですが、

応援購入者へのリターンが要件となります。詳しくは説明会にて！

開催期間

募集

主催/(株)マクアケ・石垣市・石垣市商工会・中小企業基盤整備機構沖縄事務所
お問合せ/石垣市商工振興課　TEL.0980-82-1533

説明
会の
詳細
は

裏面
へ

（
仮
称
）

オンライン催事
「石垣島/八重山フェア 」（仮称

）

第2弾は八重山全域で開催！
【別紙2】



2022年6月15日
対象者

講師

石垣市・竹富町・与那国町で事業を行っている方であってオンライン催事「石垣島/八重山フェア」
参加希望の事業者（県外等への販路拡大や、テストマーケティングとして出展を希望する事業者）

■13：30～15：30  【事前説明会】  場所/石垣市民会館中ホール
　※オンライン同時配信（当日ご来場が困難な事業者）
　オンライン催事「石垣島/八重山フェア」の概要、クラウドファンディングの仕組み、
　メリットやリスクについて

■9：00～17：00  【個別相談会】  場所/石垣市役所２階大会議室
　※申込先着順となります。

1日目：6月15日
Makuakeオンライン催事
石垣島/八重山フェア説明会及び個別相談会　 
https://krs.bz/smrj-hp/m/1295-j102205

2日目：6月16日
Makuakeオンライン催事
石垣島/八重山フェア個別相談会
https://krs.bz/smrj-hp/m/1345-j102205

■16：00～18：00  【個別相談会】  場所/石垣市民会館中ホール
　※個別相談会は申込先着順となります。

会場定員50名程度

参加費

無料

参加費

無料

説明会及び個別相談会

【申込方法】

　「Makuake」でのオンライン催事「石垣島/八重山フェア」への出展に、興味
やまずは知ってみたいという事業者様（ものづくり、観光業等）、また
「Makuake」でファン獲得に向けた取組やテストマーケティングを行いたい
事業者様向けの事前説明会を開催します。是非、事前申込のうえ、ご参加くだ
さい。
　また、自社の商品を出展させたいが、出展に関して不安がある、といった要
望に対しても、お悩みを払拭できるよう、個別相談会を開催致します。

応援購入型の特徴と可能性について

出　展

八重山の事業者様

全国のユーザーに発信

1
日
目

2022年6月16日

宮田 紗良氏

2
日
目

(株)マクアケ
地方事業部 九州拠点 キュレーター

※個別説明会も対応いたします。

【プロフィール】
鹿児島県出身。福岡県の広告代理店へ入社し、広告・イベント業務に従事。その後、同社
のモデル・タレントマネジメント事業部にてキャスティングやマネジメント業務の経験を
経て、2019年に株式会社マクアケへ入社。
キュレーターとして、九州・沖縄エリアを中心とした事業者の幅広いジャンルのプロジェ
クトを担当。昨年度のオンライン催事・石垣島フェアをトータルコーディネート。

下記URLよりお申込みください。

※開催については、新型コロナウイルスの感染状況によっては、延期、変更となる場合があります。また、ご来場の際にはマスク着用など感染予防にご協力ください。

石垣島/八重山フェアオン
ライン催事

（
仮
称
）

https://krs.bz/smrj-hp/m/1295-j102205
https://krs.bz/smrj-hp/m/1345-j102205



