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IoT×AI×ブロックチェーン活用インバウンド向け宿泊施設多言語スマート化事業
企業名

地域

㈱INDETAIL

北海道

採択・認定日

平成30年6月8日

事業分類

情報通信

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

民泊や簡易宿泊業者向けに、IoT×AI技術を活用し、無人化・多言
語化を行ってスマートチェックイン機能を提供する。
本サービス提供によって、宿泊業者の人手不足問題解決と、インバ
ウンド旅行者の利便性・満足度向上による付加価値アップを目指す
ものである。

AIによる顔認証システムの採用
顔認証による旅券と来館者本人の照合を非対面にて実現。
IoT（スマートロック ）によるドアの解錠・施錠
スマートロック との連携により鍵の受渡し作業の簡略化、省力化。
宿泊台帳をシステム管理
宿泊者の宿泊記録の作成から出力までが簡単なPC操作で対応可能。
3年間の台帳記録保存にも対応。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
連携企業

コア企業

㈱INDETAIL（北海道札幌）

㈱GKK（北海道札幌）

・サービス／システムの開発
・マーケティング
・サービス提供・販売促進

・旅行/宿泊業ノウハウ
・旅行会社との橋渡し
・マーケティング

産学官連携先： 北海道科学大学
（AI活用のノウハウ、研究知見）

事業概念図（商品又はサービスの提供）

事業収益の獲得方法
宿泊事業者に対するサービス提供（スマートチェックインサービス）に伴う、
初期導入費用と月額利用料の収入を得る。価格は、宿泊施設の規模によ
り設定予定。
事業の成果と進展
システム開発
以下の機能から構成される各種システムを開発。
・宿泊事業者の管理アプリケーション（Web）
・チェックインアプリケーション（Androidアプリ）
・ユーザー用予約情報登録アプリケーション（Weｂ）
実証評価
簡易宿所事業者の協力を得て、本システムの実証試験を実施。
民泊やホテルなど他の業態の事業者へのヒアリングを計画。
プロモーション
TechCrunch Tokyo 2018へ出展。
2020年の本格リリースに向け、サービス紹介動画の制作予定。
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介護環境（介護人材および介護現場）を革新する日本KAIGOプラットフォームの開発
㈱さくらコミュニティサービス

企業名

地域

北海道

採択・認定日

平成２９年４月１２日

事業分類

サービス（老人福
祉・介護事業）

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

スマホやタブレット向けの多言語音声入力機能を有した介護アプリを開
発し、介護記録の負担軽減と外国の介護人材の受入を促進。
また、蓄積されたアセスメント・ケアプランを使い、AIにより解析を行うこ
とで介護計画の自動生成やチャットボットによるQ＆A機能を付加する。
上記の介護関連データや人材情報からなるネットワークを構成する「日
本KAIGOプラットフォーム」の構築を目指す。

AIの活用
介護記録と介護計画を介護データベースとして蓄積し、AIにより解析を行う
ことで介護計画の自動生成機能を実現する。具体的には、介護記録とそれ
に対応する介護計画を入力としてディープラーニングによる学習を行う。
介護事業者が開発するITシステム
コア企業および連携体企業が有する介護事業ノウハウを活用してシステム
開発を行う。さらに、現場での実証評価を十分実施することによって、使い勝
手に優れたサービスを提供する。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
AIによるデータ解析

事業ノウハウ提供
㈱笑顔いちばん （岐阜県岐阜市）
・デイサービス事業や訪問看護事業
における知識・ノウハウ提供。

㈱テクノフェイス （北海道札幌市）
・ＡＩ手法を用いた介護計画自動生
成ソフトウェア開発。

事業収益の獲得方法
介護事業者へのサービス提供（介護記録、介護計画の自動生成、チャット
ボット等）による利用料の他に、蓄積したデータを解析し、製薬会社や介護関
連機器メーカー等へ有償で情報提供を行うことにより収益を得る。

コア企業

㈱さくらコミュニティサービス
・介護事業のノウハウを活用し、システム開発・現場評価、運営を行う。
産学官連携先： 北海道大学（AI開発）、小樽商科大学（マーケティング）

事業概念図（商品又はサービスの提供）
訪問看護
高齢者グループホーム

小規模多機能ホーム

データ蓄積

日本KAIGO
プラットフォーム
AI学習
データ
解析・提供

サービス利用

（介護記録、チャット
ボット、etc）
製薬会社・薬局
機器メーカー
他業種企業

事業の成果と進展
システム開発
介護記録アプリ（スマホアプリ及びWEBアプリ）を開発し、実際の介護現場
で試用を重ねることでユーザーインターフェースや基本機能のブラッシュアッ
プを実施した。
さらに、ビジネスコミュニケーションツールであるChatworkと連携し、介護記
録の共有や通知機能を充実させた。
AI開発
関連する介護事業者から既存の介護データを収集した後、ディープラーニ
ングを実施した。現在、学習データを増やし、2020年の秋に実装、サービス
提供に向け開発を行っている。
サービス提供の準備、プロモーション
当該システム（CareViewer）の公式ホームページを開設した。現在、プロ
モーションとモニタリングの目的で、トライアル事業者を募集している。また、
CareTEX等の展示会出展による利用者の拡大を図る。今後はアジア圏への
展開も検討している。
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本物の温泉を車いすでも楽しめ、和の文化を体験する宿と小野川温泉街のブランド化
企業名

地域

㈲登府屋旅館

山形県米沢市

採択・認定日

平成27年10月21日

事業分類

観光資源

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

事業の概要
事業名：本物の温泉を車いすでも楽しめ、和の文化を体験する宿と
小野川温泉街のブランド化
・車いす利用者が気軽に３世代旅行ができる仕組みの構築。
・車いす利用者と家族が快適に過ごせるような専門的な備品や什器
内装、送迎車などの整備、提供。
・宿での新たな楽しみとして落語を取り入れる
連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

・充実したバリアフリー設備
・臨機応変の充実したソフト対応
様々な障がいやトラブルへの理解や対応、受け入れる覚悟
などの気持ちの面、スタッフの対応、食事の変更への対応、
備品の貸出しなど、介護施設では当たり前のソフト対応を
実施する。
・リピーターの重視
事業収益の獲得方法
・車いす生活の人でも温泉を楽しめる宿として、自社ＨＰ及びリアルエー
ジェント、ネットエージェントへのバリアフリー設備やソフト対応等の積極的
な情報発信と関係者への取組内容ＰＲによる認知度向上に注力
事業の成果と進展

事業概念図（商品又はサービスの提供）

ハード面
・バリアフリー
・バリアフリー
貸切風呂
・車椅子対応
エレベータ
・余裕スペース
豊富な食事処

障害者対応
ノウハウ
＋
宿泊・飲食
サービス

ソフト面
・ヘルパー
サービス完備
・お楽しみ会
開催（落語）

①当社取組内容の認知度が低い点を再認識
したため、取組内容の情報発信に注力
②主な展開項目
・全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会
主催の「人に優しい地域の宿づくり賞」で、
連合会長賞に選出 R1/6月
・米沢市が主催する米沢品質ＡＷＡＲＤに
応募し、認証を得る R1/10月
・さあ、バリアフリー温泉旅行に出かけよう！
（山崎まゆみ著 河出書房新社）に掲載
・月刊ホテル旅館2月号に、タップアワード
受賞論文（バリアフリー旅行の現場から）
が掲載される
③成果
・初年度売上に対し、R1/5期で76％増加
・じゃらんクチコミ総合評価が4.4まで向上
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ニットメーカーの高度な手作業と技術を活かした着心地が良くファッション性の高いニットソー製品の製造と販路開拓
企業名

地域

㈲奥山メリヤス

山形県寒河江市

採択・認定日

平成３１年２月８日

事業分類

製造業

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

・高度なニット衣料製造技術、山形ニットの産地技術や関連企業の集
積を活かし「本物のベーシックデザイン」のＴシャツ等のニットソー衣料
の製造と販路開拓、ブランド構築を行う。
・襟などにニットのパーツを使い、手作業の「リンキング技術」を活用し
て縫製を行い、セーターのような伸びと着易さを実現したニットソーを
製造し、販路開拓を行いブランドの構築を目指す。

今回の認定商品は当社の高度なニット製造技術を活かし、襟などにニット
のパーツを使い、リンキング技術や技能を有する特殊ミシンで縫製する事
により、着心地の良い従来にない縫い目がすっきりしたニットソー製品であ
る。「ニットソー」は身ごろなどのパーツに分割して（半）成型編みしたものを
つなぎ合わせる「ニット衣料」の中で、パーツごとに半成型して編み立てを
行いながら一部裁断による調整や縫製を行うものである。
顧客価値提案に関して、既存顧客に対しては今までなかった新ブランド
（ニットソー）の春夏向けの軽快感のある商品を提供し、新規顧客に対して
は国内製造で高品質、着易くすっきりしたシルエット手頃な価格といった価
値を訴求していく計画である。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
商品開発に向けた提携

商品開発と製造販売
㈲奥山メリヤス（山形県寒河江市）
高度なニット製造技術を活かした従来
にない着心地が良く縫い目がすっきり
したニットソー製品の製造販売。

紡績・染色と後染め及び洗い工
程・生地生産を県内のニット関
連企業と提携して展開する。

国内：百貨店・セレクトショップ・ファッション専門店 国外：ファッション専門
店

事業概念図（商品又はサービスの提供）

新ブランド
（ニットソー）

既存ブランド
（横編みニッ
ト）

事業収益の獲得方法
従来の秋冬物のニット製品に加え今回の春夏物のニットソー製品の開発販
売による、年間売上の平準化に伴う工場設備の稼働率向上等により資金
繰りや財務体質の改善が可能となる。
事業の成果と進展
山形ニットは国内有数のニット産地である。最近では企業数は減少している
ものの、ＯＥＭ中心から独自ブランド構築に転換する企業も増えており、ア
パレル市場において新たな魅力を発信している。その中で当社は平成２７
年に「超立体技術とマルチゲージ対応によるメイドインジャパンのトータル
ニットブランドの確立」で地域資源活用事業の計画認定を受け、自社ブラン
ド「ＢＡＴＯＮＥＲ（バトナー）」を立ち上げ、製品開発と販路開拓を行った。そ
の結果、直近では自社ブランドの売上が２億円に達し全体の６０％を占める
に至っている。しかしニット製品は秋冬物が中心であるため、受注から製
造・販売のサイクルには大きな季節変動がある。この課題を解決するため
には春から夏の売上を確保する新たな「ニットソー」製品の新ブランドを開
発する必要があると考え、２回目の認定を目指す事とした。認定後は、パリ
及び国内の展示会に出展した結果、来場者から「素材感」「仕様」「ファッ
ション性」において高い評価を得て、順調に新ブランドの売上が伸びてきて
おり、今後も継続して展示会等での評価を得ながら、さらなる事業展開を目
指している。
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伝統芸能における機動性の高い舞台解説サービスの開発・事業化
企業名

地域

㈱イヤホンガイド

東京都中央区

採択・認定日

平成 29年 2月 3日

事業分類

情報通信

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

歌舞伎・能楽という伝統舞台芸能の解説サービスに触れる機会の少
なかった多くの日本人、外国人に対し、解説サービスに必要なインフ
ラが整備されていない全国の多くの劇場において、タブレット端末など
を通じ、質の高い解説サービスを提供する。連携企業の音響透かし
技術を活用し、劇場側の設備投資を必要としない、機動性に優れたコ
ンパクトなシステムの開発によりこれを実現する。

●音響透かし技術※によりWi-Fi活用による混線が発生せず、接続端末
数の制限もない環境で、舞台進行に合わせたリアルタイムでの解説サービ
ス提供を可能とする。※「透かし音（人には聞こえない高い周波数の音に
情報を埋め込んだ音）」をスピーカーから送出し、その透かし音に埋め込ん
だ情報をタブレット端末などのマイクで読み取るという無線システム
●劇場側での初期投資がほぼ発生せず、持ち運び可能なシステムでの運
用が可能であるため、全国どの劇場での公演でも解説サービスの展開が
可能となり、現代の多くの日本人や外国人には馴染みの薄い日本の伝統
舞台芸能の普及発展に寄与する。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
事業統括・コンテンツ開発

コンテンツ開発・販売促進

(株）イヤホンガイド
（東京都中央区）
・伝統舞台芸能解説サービスの知見提供
・歌舞伎・文楽解説コンテンツ開発・提供
・販売促進・サービス運用

（株）檜書店
（東京都千代田区）
・能楽市場でのネットワーク提供
・能楽解説コンテンツ開発・提供
・販売促進・サービス運用

エヴィクサー（株）（東京都中央区）
・音響透かし技術によるデータ配信技術の提供
・演目進行に合わせたデータ送りシステムの開発

●劇場及び公演主催団体との契約によるサービス提供と、その利用料収
入を獲得するB to Bモデル、及び、サービスを利用する観劇者から利用料
を直接徴収するB to Cモデルの２つを中心に収益獲得を図る。

システム開発

事業の成果と進展

産学官連携先：東京情報大学、法政大学能楽研究所

事業概念図（商品又はサービスの提供）
舞台
舞台を見ながら解説を送信
音響透かし

舞台の進行に合わせて表示
オペレーター
解説

コントロールシステム

事業収益の獲得方法

一般の日本人

外国人

聴覚障碍者

●株式会社イヤホンガイドは1975年より伝統舞台芸能や
ミュージカルなど国内外での音声・字幕での解説サービス
を展開している。音声に加え字幕・画像での解説ガイドへと
サービスの幅を広げており、より機動性の高いシステムを
開発しサービス提供を行うことで、伝統舞台芸能の底上げを
目指して本事業の開発を進めることとなった。
●法認定後2年間の期間でシステム開発と継続的なテスト
公演を実施し、システムの安定性とオペレーションでの運用方法の改善を
図ってきた。2019年6月より京都観世会館・石川県立能楽堂での継続的な
サービス運用が開始されるなど、本格的な事業化を進めている。
●今後は、オペレーションを東京で集中的に実施するセントラルオペレー
ション体制の確立を検討している。この実現により公演毎に担当者が全国
の劇場へ訪問することなく、リモートベースで本サービスの提供が可能とな
るため、少ない運用担当人員で、より多くの公演へのサービス提供を可能
とするとともに、更なるコストダウンへも貢献する。
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シミュレーション用モデルオンデマンド供給サービスの事業化
企業名

地域

㈱モーデック

東京都八王子市

採択・認定日

平成29年6月9日

事業分類

IT

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

■集積回路等の設計・開発におけるシミュレーション用モデルの流通
と環境整備
経済産業省も推進する半導体や集積回路のモデルベース設計開
発に貢献している。村田製作所、東芝など国内を代表する電子部品
メーカやメジャーなEDAベンダー図研と協調しながら、新しい枠組みで
シミュレーションによる設計を加速、普及させている。

●「Model On!」というサービス名で回路シミュレータの活用を促進している。
●これまで、回路設計を行う上では、実機を試作して検証し、完成するまで
に何度も繰り返す必要があった。そこには膨大な時間とコストを要し、多く
の開発者が悩んでいた。そのような状況を当社は劇的に改善してきた。
●「Model On!」事業ではモデル（シミュレーション用パーツ）の品質とライン
ナップを高め、クラウド上にライブラリ化することで「欲しい時、欲しいモデル
がすぐに使える」ニーズを満たしている。
●ライブラリにないモデルは追加リクエストも受け付け、迅速に開発できる
体制を整えている。
●当社が持つPDFグラフの数値化技術やモデルの半自動生成等独自技
術も「Model On!」事業を支えている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
事業統括、開発、サービス提供

海外販売チャネルの開拓、実測

㈱モーデック
（東京都八王子市）
・事業統括、開発、サービス提供
・モデルの開発にかかるノウハウ
・ソフトウェア開発

T Plus㈱
（千葉県船橋市）
・海外販売チャネルの開拓等
・部品を測定する機材を開発・測
定し、モデルの検証を実施

産学官連携先：メンターグラフィックスジャパン㈱、㈱イノテック、産業技術総合研究所、
㈱図研、多摩信用金庫

事業概念図（商品又はサービスの提供）

事業収益の獲得方法
●年間サブスクリプション形態、次年度継続利用可
事業の成果と進展
●当社は、創業以来、コアサービスとして集積回路内部の
デバイスモデリングとコンサルティングサービスを多くの
顧客に提供してきた。そして、その技術力をベースにして、
2013年度より新たにオンボードの高精度シミュレーション
モデルのグローバル販売を本格的に展開している。
●今後、エレクトロニクス製品の多様化がより一層進み、
高付加価値製品をより早く市場投入する必要性がますます高まっている。
その必然性を満たすために、回路設計段階で、効果的に回路シミュレー
ションを行い、開発期間の短縮と設計精度の向上を図ることは必須である。
●当社は、今後も益々高まるであろう高精度シミュレーションモデルのニー
ズに対応する。「Model On!」事業等を通して、汎用電子部品のシミュレー
ションモデルを設計者の要望が高いものから順に提供する。これまで以上
に高いユーザビリティとリーズナブルな価格で海外にも展開していく。US向
けについてはすでにECサイトをオープンしている。
●「モデリングならモーデック」の合言葉の下、「世界のモデリングのリー
ディングカンパニー」を目指す。

8

外国人技能実習生の生涯キャリア制度構築による「海外人材活用型コンサルティングサー ビス」の開発と運営事業
企業名

ＡＲＭＳ㈱

地域

愛知県刈谷市

採択・認定日

平成31年2月8日

事業分類

サービス

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

外国人技能実習生の生涯キャリアを重視した日本語教育水準を高め、
帰国後の人材登録データベースを活用した「海外人材活用型コンサ
ルティングサービス」を開発・運営する事業である。e-ラーニングを活
用した早期学習や学習期間の短縮化により入国のハードルを下げ、
新しい教育カリキュラムを構築することで、技能実習生の「質」を向上
させ、国内外企業における人材不足の課題を解決する。

●これまでは集合教育の担当者が個人的な付き合いでＳＮＳなどを通じて実
習生との繋がりを維持していた。今後はデータベースで実習生情報を一元管
理することで、実習生の近況を把握でき、企業への紹介が可能となる。
●入国前の段階からe-ラーニングを活用することで実習生の教育期間の短縮
に繋がり、入国時の金銭的負担が軽減される。入国後のフォローアップにもeラーニングが活用できるため、語学レベルの維持も可能となる。キャリアの構
築を行い、能力が向上することで、元技能実習生は職業選択の幅が広がり、
企業は課題に応じた人材活用が国内外で実現できる。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

管理、フォロー、販路開拓

企画、運営、販路開拓
ＡＲＭＳ㈱
（愛知県刈谷市）
・本サービスの企画
・データベース管理、販路開拓
・運用テスト、実証実験
・（教育ツール活用による支援）

ＧＴＳ協同組合
（愛知県知立市）
・本サービスの企画、ニーズ提供
・人材管理、フォローアップ
・販路開拓

産学官連携先：独立行政法人 国際協力機構(ＪＩＣＡ)
公益財団法人 国際研修協力機構(ＪＩＴＣＯ)

事業概念図（商品又はサービスの提供）

集合教育時の教育料、技能実習終了後の国内外での人材紹介手数料、海外
でのアテンド料・コンサルティング料、e-ラーニング・データベース登録の外販
で徴収する。
※本連携体内で教育を受ける技能実習生は、e-ラーニング・データベース利
用無料。
事業の成果と進展
●代表取締役会長の濱島氏は、日本企業の労働力不足
の解決策として、外国人活用を事業として推し進めてきた。
当社は技能実習生の集合教育を実施し年間１,０００人以上
の外国人を輩出してきた。その数は年々増加傾向で、近年
では技能実習生だけでなく、外国人留学生の受入や、日本
人向けの新人研修・マナー研修なども提供している。
●本事業は、短期的な労働力の提供に留まっていた技能実習生活用のあり
方を、外国人側の立ち場にも着目し、キャリア構築を支援し、e-ラーニングの
活用によってスキルアップやモチベーションアップを図り、人材データベースへ
登録することで自己実現と国内外企業とのマッチングを図る。
●２０１９年４月の入管法改正に伴い、これまで不可能であった技能実習終了
後、すでに帰国した元実習生が特定技能ビザの在留資格で再度入国して国
内企業での就労が可能となった。国内企業で実習中の実習生も帰国せずにビ
ザを切り替え、さらに数年継続して勤務することも可能となる。
今後は、国内企業だけでなく、人材データベースを活用して海外進出する企業
に対しても元実習生が活躍できるサービス構築に向けて奮闘している。
●今後の課題であるシステム開発については、仕様の検討等を支援していく
予定。
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鮮度・品質を高める独自加工技術によるブリ・マグロ加工製品の製造販売事業

企業名

尾鷲物産㈱

地域

三重県尾鷲市

事業の概要

認定日

2016.2.3

事業分類

水産食料品製造業

鮮魚加工、仕入れ、受注～販売の仕組み

●鮮魚の『部位別加工』という高次加工に特化した加工事業、魚類養殖事
業・近海鮪延縄船事業、販売事業による『バリューチェーン』を構築し、販
売計画に基づく生産計画とその進捗管理を行う仕組みを構築。地域資源
であるブリ、マグロについて、「切り身等加工製品」の製造・販売によって、
５年後の全社売上高１５０億円を目指す取り組み。
●ブリ事業では、独自技術を高め、他社に類をみないトロ部位や背側部
位・カマ・頭肉など高い加工度を要する製品を、通年で安定した供給力で
提供。また活け〆めのノウハウや加工技術、徹底した品温管理によって
高鮮度・高品質を実現。養殖事業にも注力し、生産・加工・販売に至るバ
リューチェーンを 構築して高品質・安定生産・安定供給を図っている。
●マグロ事業では、自社はえ縄漁船を新造・進水し、主にビンチョウマグロ
を水揚げしている。 独自の鮮度管理や加工 ノウハウを駆使して高品質の
生マグロの販売を可能としている。

事業収益の獲得方法（バリューチェンの構築）

連携体の構成

●切り身等加工製品の製造・販売

事業統括・開発・販路開拓

協力者：商品開発支援

三重県輸出促進協議会水産部会に加盟、高知大学とＤＨＡ強化ブリの研究開発

事業概念図

仕入・生
産

養殖

地場産直売
所

鮮魚加工

良栄丸：はえ縄

加工

品質管理

販売

オリジナル商品

海外
輸出

受注～配送まで

事業の成果と進展

ヤマモリ㈱
（三重県桑名市）
・連携して魚醤開発

尾鷲物産㈱
（三重県尾鷲市）
・鮮魚の仕入・生産・加工・販売

鮮魚加工事業は、養殖ブリ・タイ・カンパチ
等をフィレ・ロイン（背・腹）等に加工する
３枚おろし・５枚おろしを林町工場で加工、
サーモンのスライス加工等は、水産加工セン
ターで行っている

サーモンは、ノル
ウェーの海域で生
産（サーモン世界
最大生産者・マリン
ハーベスト社）、週
5回の空輸便で仕
入れ、フィレ・刺身
用サク・スライス等
に加工

大手回転
ずし
チェーン、
ファミリー
レストラン、
県内外の
スーパー
マーケット、
コンビニ
等
東南アジ
アを中心
とした各
地での展
示会に出
展、マ
レーシア、
青島、モ
スクワ等
の販路を
開拓予定

●チェーストア「主婦の店」の塩干部として創業。昭和49年
に塩干部から独立して尾鷲物産㈱を設立し、平成2年頃ま
で干物の仕入・加工販売を中心に営業。その後、地域の
養殖業者から養殖鮮魚を購入してスーパーへ販売するビ
ジネスに転換。平成8年には約90億円の売上規模に拡大。
平成19年に直営養殖を開始し、仕入れ先の供給力に依存
しないバリューチェーンを構築。現在までに尾鷲湾内4カ所
代表取締役社長小野博
の直営養殖場で約200を超える生け簀を整備。
行
●並行して、尾鷲市内に３つの加工施設、名古屋に加工施設と営業拠点
を整備し、ブリの養殖並びに加工製品の販売で年商120億円を実現。年間
の加工実績は約170万尾、7,000ｔ、（ブリ4,300ｔ、サーモン1,300ｔ）
●主な取引先は、大手回転ずしチェーン、ファミリーレストラン、県内外の
スーパーマーケットなど、平成27年度からは大手コンビニチェーンと新たな
取引を開始。また、平成25年には、自社の近海マグロはえ縄漁船「良栄
丸：19t）」を新造・推水、概ね月１回のペースで水揚げ、冷凍せずに生の良
質なマグロ切り身として販売。
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地域産業資源であるレンズの特性を生かしたア クセサリールーペ等の企画・開発・販売
企業名

㈱乾レンズ

地域

福井県 鯖江市

採択・認定日

平成29年8月10日

事業分類

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

本事業は、地域産業資源 レンズの特徴を生かし、当社が所有するレ
ンズへのコーティングミラー加工ノウハウおよび、レンズの切断加工
技術を活用し、着ている洋服によってレンズの色が変わるなど今まで
にない特徴と形を持ったアクセサリールーペを企画、製造し販売する。
眼鏡産地の出荷額が減少する中、新たな取り組みとしてレンズ自体を
アクセサリーとして商品化することに取り組み、実現した。

女性の老眼鏡をかけたくないという強いニーズに応
えた商品である。老眼鏡に抵抗があるという女性に
向けて、身近な場所で、身近なシーンで、スッと使え
るペンダントルーペである。さりげなく身に付けられ
るシンプルなデザインであり、アクセサリーのように
胸もとをキラキラと輝かせ、光の当りや服によって
レンズの色調が変わる特徴を有している。倍率も大
きく見やすい約2倍になっており、非常に使いやす
いルーペになっている。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
全体統括・販路開拓
販路先
生協、通販、
ギフト関連
など

事業収益の獲得方法

株式会社乾レンズ
（福井県鯖江市）
・商品開発 ・加工指示・製造現場の教育、指導
・営業活動 ・販売管理 ・在庫管理

協力会社

デザイナー

支援機関

レンズコーティング、レー
ザー加工および加工技術
に関する助言

コンセプト作成、商品・販促
ツール・WEBのデザイン、
コピーライティング等

鯖江市、
鯖江商工会議所

事業概念図（商品又はサービスの提供）

眼鏡製造業

意識の高い女性顧客を多く抱える生協や、通販関連、ギフト関連がター
ゲット顧客である。生協に関しては、安心安全日本製がキーワードである
ため、日々Google マイビジネス、自社WEBサイト、Youtube、Facebookを活
用して情報発信に努めている。特に母の日、敬老の日、クリスマスなどの
ギフトイベントは重要であるため、そのイベント向けに発行される通販パン
フレットに掲載されることは必須である。またアマゾンや自社ECサイトにて、
何らかの理由で上記から注文できなかったお客様の獲得にも努めている。
事業の成果と進展
①きっかけ：「日本製のこだわりの一品＝売れるもの」で
はないことを3年以上の催事で学び、顧客（中高年女性）
が「老い」の証である「老眼鏡・ルーペ」を自分のために
購入したくないことが理解できた。
②展開：バイヤーに対してギフトとして位置付けることを
提案。「贈 りものルーペ」としてパッケージ・POP・シール
等をデザインした。文房具店では、ルーペ・老眼鏡売り
場ではなく、ハンカチ等とのセット販売を提案することで
購入のハードルを下げる売り場づくりに貢献した。
③成果：現在では、通販・または、販売店での「母の日」需要には必ず組み
込まれるようになり、カタログギフトや通販雑誌に掲載され、平成30年度は、
約1700個、500万円の売り上げを実現することができた。
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高岡銅器を活用した、インテリア機能と祭祀機能を有する自社ブラン仏具「Sotto」の製造・販売事業
企業名

瀬尾製作所㈱

地域

富山県

採択・認定日

平成27年10月21日

事業分類

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

・住宅建築の洋風化や核家族化、マンション・アパート等への住空環
境の変化に伴い、現代仏壇や小型仏壇のニーズが高まってきている
中、当社は仏具製造で培った高岡銅器の鍛造技術等を活用して、イ
ンテリア機能と祭祀機能を持つコンパクト仏具を開発。省スペース、
ポータビリティといった機能を併せ持ち、「生活空間にそっと溶け込み
故人と身近に寄り添う事が出来る仏具」の製造・販売を行う。

・当社の自社ブランド仏具「Sotto」は、普段の生活の
中では一輪挿し、フォトスタンドとしてのインテリア機
能を発揮する商品である。さらに、コンパクトに収納
できたり、ポータビリティ機能を有する等、多機能仏
具という特徴を有している。また、グッドデザイン賞を
受賞したデザイン性の秀逸さも類似商品との差別化
要因となっており競争力に優る。

関係事業者等との協力関係図

宗教用具製造業

事業収益の獲得方法
・新開発したコンパクト仏具により自社ブランド「Sotto」シリーズを構築し、
ユーザーに新たな付加価値を提供したことで、従来の物具製品のような問
屋チャネルの流通や価格競争から抜け出せたことで、収益性を高めること
が出来るようになった。
事業の成果と進展

「sotto]シリーズ商品ﾎﾟﾀﾘﾝ

事業概念図（商品又はサービスの提供）

・本事業の開始前は売上が低迷し、会社として長期の事業継続の展望が描けな
い状況にあった。また、大量生産から多品種小ロット生産が時代の主流となるなか
にあって地元問屋から依頼された製品を作り売上増加を見込むことが難しかった。
よって自社が時代に合わせた形、デザインを主体的に生み出して「祈り」の分野で
新たな顧客を創造、開拓できる会社を目指し、本事業に着手した。
・当社の仏具製品は年間総売上の半分以上を占める主要な生産品目となってい
る。当社仏具製品の売上げ構成として、認定当初の本事業商品（新仏具）が約
45％、従来の一般的な仏具（旧仏具）が55％であったものが、展示会への出展や
広報を通じたブランド認知度向上を図ることで直近では新仏具の売上が向上し約
85％と上昇、旧仏具15％と逆転している。現代の生活スタイルにあわせた家庭内
での祈りの在り方を提案する企業としてデザインにも力を入れ、グッドデザイン賞
も2015年、2018年と2回受賞した。
・過去の不安定な経営状況から、新仏具「Sotto」の開発と新販
路開拓により業績をV字回復。平成28年決算から令和1年まで
連続し経常黒字を達成、自社を安定経営に導いた。この間、
会社の売上高は約1.4倍となり、従業員数も12人から17人へと
増加するなど、地域の雇用創出にも寄与する事となった。また、
本年4月から新宿OZONEにSottoを含めた自社ブランドを展示
するショールームを開設するまでに拡大した。
代表取締役 瀬尾良輔
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新たな取組みの着実な実施による「KOYAGUCHI PILE FABRIC」のブランド力向上・ブラッシュアップ・需要開拓事業
企業名

地域

紀州繊維工業協同組合

和歌山県橋本市

採択・認定日

平成３０年２月９日

事業分類

繊維(需要開拓型)

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

●当産地で生産するパイルファブリックは、基布あるいは地糸にパイ
ルとなる糸が織込まれ、あるいは編込まれている3次元構造の特殊な
有毛の布地であり、衣料用から産業用資材まで様々な分野で使用さ
れている。ターゲット顧客も商社・問屋、アパレルブランド、インテリア
メーカー、産業部品メーカー、百貨店・専門店等多岐に亘っており、組
合による一貫性を持った活動を通して、既存ユーザー以外やこれまで
使用されていなかった商材への取組み、業界外のユーザーである消
費者へのアピールを合わせた、新規需要開拓を目指している。

●当産地のパイル織物は、各社の設備・技術力・ノウハウによって、毛の
長さや肌触り感、特殊加工によるデザイン表現などの違いを出すことが可
能である。
●使用用途が極めて広いといった特性があり、衣料用・インテリア用・車輌
シート用・寝装品・玩具などから機械用資材・産業用資材まで様々な分野
で使用されている。
●既存製品の活用例としては、インテリアで新幹線のぞみ座席シートや国
会議事堂の椅子、アパレルで欧米トップブランドの服地、産業用資材で液
晶パネル生産のためのラビングクロスなどがある。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
紀州繊維工業協同組合

参加企業13社/加盟52社
展示会活動への参加、アンケー
ト調査やモニター調査分析への
意見提言、ブランド発信活動、産
地製品や自社製品のＰＲ・広報
活動など

4つの事業の企画・立案・調整
①販路開拓支援事業
②ブラッシュアップ支援事業
③ブランド育成事業
④商品ＰＲ事業

事業推進委員会：組合、参加企業13社、和歌山県、橋本市で構成
実施事項の検討・協議・決定
地域連携：和歌山県、橋本市、中小企業団体中央会、高野口町商工会、産地下請企業など

事業概念図（商品又はサービスの提供）
参加企業13社
(製品開発と販路開拓)
支援

活動

産地下請企業
組合による4つの事業推進
①展示会事業の企画・開催等
②顧客意見の収集、分析、フィードバック等
③ブランディングの推進等
④ホームページ、SNS、プレスで商品PR等

・商社・問屋
アパレル、インテリア用等
・アパレルブランド
フェイクファー等
・インテリアメーカー
椅子張り、カーテン等
・産業部品メーカー
刷毛、ブラシ、フィルター等
・百貨店・専門店
化粧パフ等雑貨、寝装品

事業収益の獲得方法
●組合自体に事業主体はないが、組合事務局が事業推進委員会に参加
し、組合主体で策定した需要開拓事業計画を実効性あるものとすべく、企
画・立案・調整を行っている。それらの活動を通じて、参加企業や産地下請
企業が売上高を増嵩させることで、事業収益を獲得する。
事業の成果と進展
●販路開拓支援事業では、産地単独展と繊維総合
展の展示会事業による販路開拓等に取組み、多数
のサンプルオーダーや商談案件を獲得している。
●ブラッシュアップ支援事業では、展示会の場で来
場者へのアンケート調査を実施してその結果を分析
し、参加企業にフィードバックし開発を促している。
●ブランド育成事業では、｢ブランドマニュアル｣を作
成し、参加企業はブランド周知のシールの添付を開始している。合せて、メ
ディア等への露出に向けた活動を行い、繊維ニュース等業界紙や経済紙、
雑誌、テレビなどで30件以上取上げていただき、大いにブランド育成に役
立っている。
●商品ＰＲ事業では、産地製品や製造現場をプロモーションビデオにして、
組合ホームページやフェイスブック等ＳＮＳへ情報の掲載をすることにより、
産地製品のＰＲを実施している。
●以上により、初年度の売上高は計画を上回るペースで推移している。

事業名：世界初「筋電・筋音ハイブリッドセンサ」による筋（近）未来サポートシステムの事業化
企業名

地域

㈱エヌ・シー・ピー

岡山県

採択・認定日

平成３１年２月８日

事業分類

サービス

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

事業の概要
筋肉の動きの「見える化」を可能にし
た世界初の「筋電・筋音ハイブリッド
センサ」を活用し、筋肉を良好な状態
に調整し、維持するための効果的なト
レーニング等のサービスを提供する。
連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
センサー技術・機器開発

サービスの企画・開発

㈱エヌ・シー・ピー（岡山市）
・ 測定データの収集・分析・評価
・サービスの監修、販売、代理店
開拓、活用支援

㈱ イーアールディー（岡山市）
・「筋電・筋音ハイブリッドセン
サ」の開発、製造
・センサ活用の技術的サポート

筋電・筋音ハイブリッドセンサ「Measee（メーシー）」普及、サービス展開
産学官連携先： 岡山大学大学院、県内体育学関係大学

事業概念図（商品又はサービスの提供）

センサで測定・収集したビッグデータを基に、ＡＩを活用し個々の
体調や筋肉の状態に最適な施術メニューを提案する。
フィットネスジムでも、高齢化を背景にロコモ対策や転倒防止、リ
ハビリテーションのニーズが高まっている。筋肉を鍛える従来のト
レーニングではなく、筋の動きや状態を簡易に判定・評価し、効果的
な施術を提案し、筋の良い状態を作り維持することができる。
「いつまでも健康であり続けたい」という願いに身体づくりの面で
応えるシステムにより、地域の健康寿命の延伸に貢献する。
事業収益の獲得方法
○筋電・筋音ハイブリッドセンサー「Measee」とデータ分析・評価、メニュー
提案サービスのセット販売（購入、レンタル）
○各施設の会員・利用者には個別カウンセリングサービスとして提供

事業の成果と進展
令和元年度商業・サービス競争力強化連携補助金採択を受け、本格的な
事業開始
・筋電・筋音センサのデザイン変更
デザインコンペ済み 芝浦工業大学に依頼
・岡山大学大学院との新たな共同研究事業の開始
リハビリテーションの有効な実施と効果に関する研究
・東京、大阪でのスポーツ健康産業総合展（スポルテック）への出展
・データ収集の強化
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「原材料や製法にこだわった手土産等」を岡山から全国に発信するプロジェクト
企業名

地域

㈲くま

岡山県

採択・認定日

平成３０年２月９日

業種

食料品製造業

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

●当社は岡山県倉敷市において、歴史的建造
物等をそのまま保存するのではなく、「経済活動
の場」として活用しながら、その地域の自然、歴
史、文化などの普遍的な価値の継承を通じて、
持続可能な「ものづくり」「まちづくり」「人づくり」
に取り組んでいる。
●約130年前に建てられた「旧原田邸」を再生し、
長屋門を工房として使用するなど、時代にマッ
チさせた形で古い建物を利活用している。
●本事業では岡山県内の地域産業資源を活用
し、原材料や製法にこだわった手土産等の商品
を「岡山のおいしいおつまみ・おやつ」及び
プレミアムな手土産シリーズとしてブラッシュアップし、販路開拓を行う。

●地域で販売されている商品の分量やパッケージをブラッシュアップするこ
とで、全国のセレクトショップ等へ新たな販路開拓を行っている。
●ＪＲ西日本とも連携することでＪＲ西日本管内各駅での販売を拡大しつつ、
全国の高級食品専門店等への販路も拡大している。
●ＪＲの駅で購入する土産品は、包装やキャリーバッグが簡素であり、「間
に合わせ」で用意したように思われるため、相手先によいイメージをもたれ
ないという問題がある。しかしＪＲの駅、特に新幹線が発着する駅は交通の
結節点であり、ビジネスパーソンや観光客には移動時に荷物を持たずにす
む手軽さというメリットがある。当社のブラッシュアップした商品は、百貨店
やギフトショップと同程度の包装や有名デザイナーがデザインしたキャリー
バッグの付帯サービスをつける等、プレミアムな手土産品を販売している。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]
デザイン協力

販売元・監修
有限会社くま（岡山県倉敷市）
・プロデュース商材の選定
・商材改良のためのマーケティング
・生産または加工業者とブランディング
打ち合わせ
株式会社ジェイアールサービスネット岡山

・ビジネスパーソンの新幹線や特急等の車内での自己消費
・会社の部下や家族へのプチ手土産
上記の消費者に駅構内の売り場やインターネットで販売する
事業の成果と進展

株式会社暮らしき編集部
（岡山県倉敷市）
・パッケージ等のブラッシュアップ

JR駅構内での販売

事業概念図（商品又はサービスの提供）
駅構内売場
JR
百貨店
高級スーパー

有限会社くま

岡山県内の中小企
業が製造した商品

ブラシュ
アップ

事業収益の獲得方法

●きっかけ・・・代表取締役の辻信行氏は、かつて
地元ケーブルテレビで地域再発見番組を企画し、
自ら出演していた。番組を続けるうち地域の宝で
ある歴史的建造物や暮らしぶりを次世代に繋ぐ
事業の必要性を感じ、有限会社くまを設立した。
●展開・・・歴史的建造物の活用だけでなく、手作り
飴・緞通・甘酒など地域の職人が作る「ホンモノ」を
集め、「生活の質」を求める本物志向の顧客層向け
にブラッシュアップを行い、デザイン性やストーリー
性を付加することを行っている。
●成果（結果）・・・三越伊勢丹やユナイテッドアロー
ズ、Dean&Delucaなど全国の有名ショップでの販売
も順調に伸ばす他、JR西日本岡山支社と連携した
「ふるさとおこしプロジェクト」で販売している「せとうちのおいしいシリーズ」
「蒜山ショコラ」などヒット商品を生み出している。
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自社栽培の「愛媛の柑橘（ミカン類）」を活用した新たな調味料・加工食品の開発・製造・販売
農業生産法人
ミヤモトオレンジガーデン

企業名

地域

愛媛県八幡浜市

採択・認定日

平成29年２月３日

事業分類

地域資源

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

○地域産業資源である愛媛のかんきつを活用し、健康・簡便志向の消費者
をターゲットとした調味料、冷凍・レトルト食品を開発・製造・販売する。
○愛媛県がかんきつの全国一の産地であることを活かしてかんきつのさらな
るブランド化を進める。
○本事業を通じて愛媛のかんきつのブランド力がさらに高まり、地域の他の
中小企業者などへの波及効果が期待できる。

○日本有数のみかん産地である八幡浜市でグローバルＧＡＰ認証を取得した自社
農園産のみかんを使用。石垣の段々畑で栽培したみかんはたくさんの日光とミ
ネラルを含んだ潮風が当たり「美味しいみかん」と顧客から高く評価されている。
○このみかんを丸ごと使用しているため、美味しさはもちろんのこと、みかんの外
果皮・中果皮、特に白い中果皮に多く含有しているヘスペリジンやβ-クリプトキ
サンチンも多く摂取できる。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

事業統括･商品開発･販売
ミヤモトオレンジガーデン
･原材料(柑橘）生産
･商品開発
･商品販売

製造
愛媛県内の食品製造業者
･調味料製造
･レトルト、冷凍食品製造

産学官連携先：愛媛県産業技術研究所、愛媛県、八幡浜市

事業概念図（商品又はサービスの提供）

○自社ＥＣサイトによる直販および首都圏の小売店等への販売により収益を獲得
する。

事業の成果と進展
【事業に取り組んだ経緯】
当社は、平成26年に創業し、「自然と共に生き、人々に
健やかな笑顔と喜びを創造する」を経営理念に掲げて
いる。この理念に従い、自社栽培または厳選した農家の
かんきつを地域外へ積極的に販売することを経営方針と
している。一方、当社においては、みかん栽培を通して
発生する摘果みかんの活用が大きな課題であった。
そのため法人顧客からの評価が高い塩みかんの開発で
培った技術等に基づき、摘果みかんと完熟みかんを活用
した新商品の開発に着手することとなった。
【成果】
当社が、自社栽培の温州みかんと愛媛県産の塩を活用し、平成27年末
に販売を開始した「塩みかん」は、地元の百貨店等で好評価を受けている。また、
当商品は地元の高級飲食店にもメニューとして採用されるなど、幅広い市場で
高い評価を得るに至っている。昨年度までにポン酢調味料、ポン酢調味料を活
用した鯛のマリネを商品化し、ECで売上計上した。またポン酢調味料は、機構四
国本部主催の首都圏販路開拓商談会に参加し、販路拡大に繋がった。 その他
全日空の機内食に採用され、認知度向上につながった 。
【今後の展開】
今後さらに新商品を開発し、愛媛の柑橘の新たな用途を創出する。自社開発し
たGAP認証取得支援システムの普及を図り、地域の農業経営の向上も支援して
いく。
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天草の歴史・文化・自然等を活用したインバウンド（ＦＩＴ）向けニューツーリズム事業
企業名

熊本県・上天草市

地域

㈱シークルーズ

採択・認定日

平成 ３０年６月８日

事業分類

観光サービス

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）

熊本県天草エリアは世界に３ヶ所しかない根付イルカの生息地で、「イルカ
ウオッチング」が人気の観光アクティビティとなっている。
本事業の代表申請者である㈱シークルーズは、イルカクルーズ等の観光
サービスを提供するクルーズ船事業者で、近隣宿泊施設の竜宮、松泉閣及
び和食料理店福伸の３者と連携し、インバウンドＦＩＴ（海外個人旅行）向け英
語・中国語ガイド付のクルーズ、周遊観光、ウエディングツーリズム等の
ニューツーリズム着地型商品を開発し、さらにそれらと宿泊を組み合わせた
滞在型商品の販路開拓を行う。また同時に、Wi-Fi整備やWebの多言語化・
スマホ対応等のＦＩＴ観光客受け入れ環境整備にも取り組む。販売にあたって
は、ポータルサイトやＳＮＳ等を活用し、急増するインバウンド需要を取り込
むことで、ＦＩＴ事業を４者の事業の柱にする事を目指す。

○今後も増加が見込まれる韓国、香港、台湾、中国等のＦＩＴ観光客をターゲットとし、英語、中
国語ガイド・インストラクター付きの新たなイルカウオッチング等のクルーズ商品を提供する。ま
た、外国語での深堀した案内やホスピタリティーを重視したニューツーリズム商品を提供するこ
とで、FIT顧客満足度の向上を図る。
○イルカウオッチングのFIT観光客は、主に福岡からJR九州レールパス等を使って年々増加し
ているものの、宿泊に結びついていないことが課題であった。本事業では、宿泊施設等のWi-Fi
整備や外国語対応などFIT観光客への対応力を向上させるとともに、ウエディングツーリズムな
ど顧客ニーズに対応した新たな英語・中国語ガイド付きの着地型商品を開発、提供することで、
宿泊客数の増加を目指す。

関係事業者等との協力関係及び事業概念図
「インバウンドＦＩＴ向けニューツーリズム事業」連携図

【イルカクルーズ】

【世界遺産：崎津教会】

【ウェディングツーリズム】

＜商品開発分野での協力＞
・地元結婚式場、美容室、写真館
・天草松島温泉宿泊施設
・天草地区観光施設
・天草地区食事施設
・天草地区タクシー会社
・天草地区バス会社
・くまもとＤＭＣ
・ＪＲ九州

事業収益の獲得方法
＜協力者＞

＜広報・ＰＲ分野での協力＞

（一社）天草四郎観光協会
 ニューツーリズムに係る環境整備、ＦＩＴ向け観光商品開発、広報ＰＲ
に係わる指導・助言・協力
 上天草市観光のインバウンド客へのＰＲによる認知度向上

協力

協力

協力
＜共同申請者＞

＜共同申請者＞

＜代表者＞

（株）シークルーズ

（有）竜宮
（ホテル竜宮、天空の船）

（株）松泉閣
（ホテルろまん館）

＜旅行業（第三種）・沿岸旅客海運業＞

＜高級温泉旅館＆高級リゾートホテル＞

【ＦＩＴ向け宿泊・体験メニュー提供】
 滞在型観光商品の宿泊提供
 大浴場と６つの露天風呂と岩盤浴
での日本の温泉文化体験メニュー
 ユネスコ無形文化遺産「和食」
文化体験メニュー
 「ウエディングツーリズム」商品で
のチャペル（撮影場所）提供

・くまもとＤＭＣ
・天草四郎観光協会
・上天草市観光おもてなし課
・熊本県観光連盟
・ＪＲ九州

連携
協力

連携
協力

【ＦＩＴ向け英語・中国語ガイド付着地型・滞在型
観光商品提供】
 クルーズ商品「イルカウォッチング、
スイーツクルーズ、五橋クルーズ」
 「マリンアクティビテイ」商品
 「日帰り周遊観光」商品
 「ウエディングツーリズム」商品
 ホステル及び２軒の旅館とFIT向け着地型
観光商品を組み合わせた滞在型観光商品
 ＦＩＴ向け食事付着地型観光商品
＜共同申請者＞

連携協力

＜個人向け高級温泉旅館＞

連携
協力

連携
協力

（有）福伸
＜天草の新鮮な魚介類の本格的海鮮料理店＞

【ＦＩＴ向け「和食」、
「ベジタリアン」、「ムスリム」向け食事提供】

４者の多言語Webページ/多言語ポータルサイト/SNS/ＯＴＡ等でのＰＲ
サービス提供

サービス提供

インバウンドＦＩＴ（香港、台湾、韓国、中国等）

【ＦＩＴ向け宿泊・体験メニュー提供】
 滞在型観光商品の宿泊提供
 大浴場と３つの貸切風呂での日本
の温泉文化体験メニュー
 ユネスコ無形文化遺産「和食」文化
体験メニュー
＜４者連携協力内容＞
●４者連携による商品開発
●旅行博・商談会等への共同出展
●４者共同ＰＲ
●多言語ポータルサイトでの共同ＰＲ
●ＦＩＴ客来訪情報共有
●ＦＩＴ客相互紹介・誘導
● ４者連携による専門家招請
● ４者連携による人材育成

FIT 観光客は“価格”より“価値”を重視する傾向があるため、顧客ニーズを満たす商品の提供と
接客サービスの向上を図る。販売にあたっては収益を確保した価格設定とし、新たに立ち上げ
るポータルサイトを通じて各社Webサイト等に誘導するなど、スマホ等での直接販売につなげる
(手数料がかかるOTAでの販売は極力控える)。

事業の成果と進展
Ｈ29年度補正ニューツ―リズム商品開発等支援事業補助金を活用し、以下の事業を実施。
□人材育成
英語ガイド養成講座及びセミナーの開催
□Web等の整備
SNS専門家招請、PR動画制作、ポータルサイト構築、HPの多言語化及びスマホ対応、多言語
予約システム導入等
□ハード整備
Wi-Fi環境整備、トイレ環境整備、多言語船内放送システム整備
□旅行商品の開発
・英語ガイド付クルーズ、ウエディングツーリズム、マリンアクティビティ等の商品開発
・滞在型宿泊施設「シークルーズハウス “ナビオ”」が完成（令和元年7月）。上記のFIT 商品とこ
れらと宿泊を組合わせた滞在型商品を造成、販売中。
＜成果＞
主力商品である英語ガイド付きイルカクルーズの令和元年度のFIT集客数は、中国最大手の
OTA「シートリップ」等への新たな掲載等による中国人FIT 客の増加を中心に、前年増で順調に
伸びており、今年度はFITの比率がさらに高まり3割を超える見込み。また、共同事業者のFIT客
の売上高もほぼ計画通りに進捗中。
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特定保健指導実施率向上を目的とした支援サービスの開発
企業名

㈱くまもと健康支援研究所

地域

熊本県熊本市

採択・認定日

平成 27年7月10日

事業分類

サービス業

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

●平成20年度からスタートした「特定健康診査・特定保健指導（メタボ健診）」
を支援・効率化するサービス（ヘルスアップコーチ®）を特定保健指導を実施
する機関に提供し、実施率の向上に貢献することを目的にしている。
●特定保健指導に関するノウハウと、保健師・管理栄養士等の専門職職員
を活用し、支援システムと実務補助を組み合わせた、新規性の高いサービス
を地域ごとに提供している。

●ヘルスアップコーチ®とは、１）初回面接を効率的に行うシステム、２）継続支援
及び最終評価の業務受託サービス、３）医療機関と業務受託者の連携・情報共有
システム、４）PHR（パーソナルヘルスレコード）との連携システムをパッケージで提
供している。
●ITを活用した初回面接を効率的に行うシステムに特徴があり、システム上で受
診者自身による情報入力を行うことによって時間短縮でき、生活習慣タイプを自動
判定、ヒアリング項目の自動設定、人工知能により効果的な目標立案など、初回
面接の流れが約20分で実施可能となる。

連携体の構成
企画・販売・サービス提供

システム開発・保守

コア企業： ㈱くまもと健康支援
研究所（熊本県熊本市）
・特定保健指導のノウハウ
・医療保険者との契約実績
・保健師・管理栄養士等専門職在籍

㈱ワイズ・リーディング
（熊本県熊本市）
・医療分野向けｼｽﾃﾑ開発実績
・複数施設接続ｼｽﾃﾑ運用実績

(一財）熊本県起業化支援セ
ンター（熊本県益城町）
経営支援

産学官連携先 ：

熊本大学（熊本大学病院）

事業概念図（商品又はサービスの提供）

事業収益の獲得方法
●サービス提供先は、医療保険者（市町村国保や健保組合など）と医療機関。医
療保険者から一部委託を受ける場合には積極的支援は約15,000～20,000円/名、
動機づけ支援は約5,000～7,000円/名で提供。医療機関から再委託を受ける場合
には積極的支援は約10,000～15,000円/名、動機づけ支援は約3,500～5,000円/
名に設定している。

事業の成果と進展
①きっかけ／2006年に熊本大学医学部発の健康ベンチャー企業として熊本市で
創業。 保健指導サービス事業を行う中で、医療保険者が特定保健指導の実施率
が上がらない課題をもっていること、実施機関が年々減少している現状を踏まえ、
支援システムの開発に着手した。
②展開／平成30年度の特定保健指導制度改正により、医療保険者より直接一部
の業務を再委託することが可能となり、本事業を推進する追い風になっている。ま
た、リモートでの需要が増えているため、遠隔指導できるシステムおよびAI活用の
開発を進めており、2020年度にリリース予定。
③成果／現在、㈱くまもと健康支援研究所のグループ会社と
して、大分県、長崎県、佐賀県に子会社を設立。2020年度中
には九州各県に健康支援研究所を設立予定。直近決算で、
全社売上は5億を超え、新連携事業も認定計画に対し、207％
の売上を達成。
●受賞暦
・経済産業省2017年はばたく中小企業・小規模事業者300社 表彰
・経済産業省地域未来牽引企業 認定
・JNB「第15回ニッポン新事業創出大賞」アントレプレナー部門 優秀賞

18

琉球ガラスを活用した仏具等商品開発並びにエンディング市場の需要開拓
企業名

地域

ＲＧＣ ㈱

沖縄県糸満市

採択・認定日

平成30年2月9日

事業分類

ガラス製造業

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

琉球ガラスを活用した仏具商品によるエンディング市場の需要開拓を
図る事業。個人の価値観の多様化を反映し、葬儀や供養のスタイルも
様々となり仏具のバリエーションも増加している。それらのニーズに応
えるべく、琉球ガラス職人の技術を活かしたデザイン性の高い仏具関連
商品を開発・販売する。
超高齢化社会におけるエンディング市場を成長分野と位置づけ、観光
産業への過度な依存からの脱却、高付加価値市場の需要開拓を図り、琉
球ガラス業界全体に新たな事業機会を切り拓くことを目指す。

「手元供養」のミニ骨壷や具足など仏具商品に国産の“産地ガラス”はほと
んど見られない。「琉球ガラス」は知名度も高く、エンドユーザー（消費
者）からも「沖縄＝海」のイメージ、2つと同じものがない手吹きガラスの
魅力、厚みがありぬくもり感など、琉球ガラスの特徴が評価されている。海
洋散骨を希望する人、「沖縄が好き」「海が好き」といったお客様の気持ち
に寄り添うエンディング商品としてポテンシャルが高い。
琉球ガラス最大手として、「現代の名工」や沖縄県工芸士をチームリー
ダーとする生産体制を整え、デザイン性の高い商品を安定的に供給可能。

連携体の構成[地域資源事業は関係事業者等との協力関係図]

事業収益の獲得方法

県内協力事業者

ＲＧＣ株式会社

オリジナル仏壇づくり
・琉球漆器
・木工

琉球ガラスの仏具関連商品
・骨壷・位牌・具足
・仏壇セット・墓標

沖縄県琉球ガラス
製造協同組合
情報共有

協力

事業の成果と進展

支援機関： 糸満市商工会

事業概念図（商品又はサービスの提供）
ＲＧＣ株式会社
琉球ガラス村グループ
県外販路

ガラス原料

仏壇
琉球漆器
木工

県内販路

商品企画
開発・試作
生産

Web

セット商品化

店舗

消 費 者

琉球ガラス仏具
関連商品

弊社の主力商品、観光土産品のグラスの上代（中心価格）が1,000～3,000
円なのに対し、ミニ骨壷の上代は30,000～100,000万円と高単価。高度な生
産技術を要するものの、著しく原価が高まるという程度ではないため、高収
益が確保できる。直販の比率を高めていくことでさらに高収益を目指す。

※販路：仏壇・仏具・葬祭・墓地等エンディング関連事業者

沖縄を代表する工芸品である琉球ガラスは、
沖縄観光の伸びとともに土産品として市場を拡
大してきたが、参入事業者の増加や海外からの
安価な類似品の流入もあり、近年は競争激化に
よる価格低迷が業界全体の課題となっている。
業界最大手の当社は、業界共通の課題である観
光市場への過度の依存からの脱却に向け、国産
ガラスの高い技術力やデザイン性を活かした付加価値の高い新市場を開拓す
ることで課題の解決に取り組む。折りから手元供養市場における需要の高ま
りを受け琉球ガラス仏具のOEM製造依頼が増加してきた市場背景もあり、当
事業において自らのブランドでの本格展開を推進していくこととした。
事業初年度のH30年度には、骨壷・具足・位牌などの仏具商品シリーズを
試作開発し、日本最大のエンディング展示会「ENDEX2018」に出展、仏壇最
大手事業者との商談が成立、首都圏にある直営店20店舗での販売をスタート
させたところである。あわせて、年間30万人が訪れる沖縄の自社店舗にて
コーナー展開を行い、エンドユーザーの開拓＝直販も拡大中である。
今後は、ブランド強化によるさらなる販売拡大、ペット市場への参入など
を通して、エンディングビジネスの確固たる基盤の構築を目指す。
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樫樽貯蔵長期熟成泡盛の販路拡大事業
企業名

地域

久米仙酒造㈱

沖縄事務所

採択・認定日

平成２９年６月５日

事業分類

事業の概要

商品の特徴（顧客価値）又はＩT、AI、IoT活用の特徴

樫樽貯蔵長期熟成泡盛（19年・21年物）の販路拡大事業。
樫樽貯蔵泡盛は樽から抽出される香りと色味に独特の味わいがあ
り、泡盛の新たなカテゴリとして取り組まれてきているが、当該酒類は
日本の酒税法上、泡盛と同等の酒類とはみなされず、また色味の問
題からウィスキーとの誤認が生じるとの理由からリキュール扱いであ
り、そのため、国内市場での人気は今ひとつ高まらず、低空飛行を続
けてきてるところである。
しかし、そのような中で当社では、樫樽貯蔵の古酒の製造にチャレ
ンジし、およそ20年ものの商品が提供できることとなり、そのフレー
バーはウィスキーやバーボンとおよそ同質な味わいがあるとの評価も
あり、好評をいただいている。
またさらに、昨今のジャパニーズウィスキーブームの中、日本のウイ
スキーが品薄状態になる中で、海外からの引き合いが急増してきて
いる。
当社ではこの機会を捉え海外展開を促進し、一気に販売攻勢をか
けていくのがこの事業である。
（海外出荷商品の酒類表記については出荷相手国の酒類・酒税法
等に則り記載される。）

樫樽貯蔵泡盛は当社が業界に先駆け取り組んできた。
その後、泡盛メーカー各社は追随し、泡盛の新たなカテゴ
リとして徐々に市場を形成してきてる。
その中で19年以上も貯蔵した樫樽泡盛の商品化を検討
してきたが、昨今のジャパニーズウィスキーブームの中で
海外からはそのフレーバーがウィスキーと同様の評価が
得られ、良質な酒類としての評価が高まっている。
ハードリカー市場での需要が大きく見込まれている。

事業概念図（商品又はサービスの提供）

北米市場
久米仙酒造㈱
樫樽貯蔵
長期熟成泡盛

直取引

ディストリ
ビューター

（香港・シンガポール）

アジア市場
主に香港・シンガポールのディストリビューターを
経由して北米及びアジア市場に流通している。

酒類製造業

事業収益の獲得方法
長期熟成物であり現在所有している総量の終売時（3年後をメド）には1億
5,000万円規模の売上となる見込みである。海外向け商品化に当っては
Made In Japanであることが一目瞭然であることが求められており、漢字表
記の商品名を付すなど市場ニーズに対応した商品化を行なっている。
事業の成果と進展
泡盛業界においては古酒（長期熟成酒）の市場化は長年の課題であったが、樫
樽貯蔵による新カテゴリの創出により、新たな市場形成の可能性が見えてきてい
ると考える。特に日本産ウィスキーの在庫不足により、泡盛から派生した樫樽貯蔵
酒の評価が安定することで、縮小傾向にあった泡盛業界においては光明とも言え
る商品である。
当社が積極的に展開することで泡盛メーカー他社も市場の可能性を感じ始めて
おり、各社も積極的に樫樽泡盛の製造・販売に着手し、業界全体での動きになりつ
つあり、泡盛業界活性化が期待される。
今後の課題は、樫樽でエイジングすることで商品価値が
高まっているのが当該商品群であり、長期熟成酒の確保
及び樫樽でのエイジング技術の確立・安定化が必須であ
る。エイジングによる酒質の向上については経験的知見
はあるものの、将来にわたって引き継いでいく上での客観
的知見の蓄積が不十分であり、この分野での取組み強化
が、当該市場維持の上では避けては通れない課題である。
久米仙酒造㈱単体の問題としてではなく、業界全体でそ
の解決策の模索と知見の共有が今後の業界活性化には
必要不可欠である。
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