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通常枠 業態転換

旅行業

地域主導型観光プラットフォームに業態転換して事業再構築します！
地域主導型観光ビジネスモデルのイメージ

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
資本金
従業員数
認定支援機関

沖繩ツーリスト株式会社
沖縄県那覇市
旅行業
(生活関連サービス業,娯楽業)
旅行事業,レンタカー事業,
保険販売事業
1958年
155,100,000円
335人
株式会社琉球銀行

旅行業のあり方を見直して新たな
観光ビジネスモデルを構築

利用者にも観光事業者にも価値
を提供するツーリストDX戦略

地域が主体となって関わる機会を
提供し、観光発展に寄与する

●当社は、長年にわたり沖縄発着の旅行業・
観光事業を行っており、沖縄より県内・国内・
海外へ、また国内外の観光客の方を沖縄へと
ご案内しています。

●航空券(変動型運賃)や宿泊、レンタカー、各
種観光コンテンツ等を、利用者が自由に組み合
わせて予約できるプラットフォームを開発します。
ここに各事業者が企画や情報を登録し、自社の
サイトに入口を設置することで、自社の独自性を
活かしたプランの発信・販売を可能にします。旅
行会社の強みを活かしたワンストップのサービス
実現を目指します。

●この取り組みは、単に売上減をカバーする新た
な販売機会の獲得よりも、沖縄という地域の立て
直しを目指しています。観光地が主体となって地
域の魅力を発信できる機会を提供することで、例
えば規模が小さくて旅行商品として扱えなかった
地域イベント等の素材でも、付加価値の高い新
たなサービスにすることが可能になります。

●現在の旅行業は、代理店が宿泊・交通・観
光事業者より持ち込まれた企画を万人受けす
るプランにして、マス・マーケティングで販売するこ
とが主流のモデルとなっています。これが、需要
の偏りや客層の不一致、オーバーツーリズム等、
沖縄の地域・観光事業者が抱える課題の一
因ではないかという問題意識を持っていました。
●そうした中、コロナの影響で売上が８割減少
し、事業の縮小も余儀なくされたことを機会に、
事業のあり方を見直して地域主導型観光ビジ
ネスモデルを構築する決断をしました。

●これまでの出発地頼みの企画販売ではなく、
受入側が能動的に市場へ的確にアプローチする
ことで各事業者の高付加価値化を図り、事業
者と当社双方の収益向上に繋げます。
●補助事業でシステム開発とサーバー構築への
投資を行い、補助事業終了後5年目で新規事
業の売上比率10%を計画しています。

●これまでの旅行商品は、企画を持ち込めば代
理店が販売してくれましたが、新たな取組では自
らアプローチし、顧客を獲得していく必要がありま
す。地域の事業者に寄り添い、一緒に解決しな
がら進めて行くことで、沖縄の観光発展に寄与し
たいと考えています。

事例紹介

通常枠 新分野展開

製造業

手術用ガーゼRFIDタグの製造に新分野展開して事業再構築します！
ガーゼ

既存のRFIDタグ(イメージ)
大きく硬いため扱いにくい

新開発のRFIDタグ
糸状に加工することで肌触りがよく、
搭載する場所も選ばない
多様な分野で活用できる可能性あり

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
従業員数
認定支援機関

糸を扱う技術を活かして手術時の
遺残事故を防ぐRFIDタグを製造

アンテナ付ICチップを糸状に
加工して繊維に近い品質を実現

●当社は、100年前より糸の染色を手がけて
います。染めにくい素材への染色技術に高い評
価をいただき、抗菌消臭、涼感温感、吸水撥
水、難燃加工等の機能付与も行っています。

●アンテナ付ICチップを糸状に加工したRFIDタ
グを開発し、手術用ガーゼとして提供します。
繊維に近い品質にすることで、これまでのRFIDタ
グ付きガーゼの課題であった、肌触りの硬さや扱
いにくさを解消しました。単価も従来品の半分以
下での提供を実現します。

●国内の繊維業界は、海外生産品であるファ
ストファッションの台頭により厳しい状況が続き、
加えてコロナの影響から外出自粛や購買意欲
の減退で、アパレル市場全体が縮小していま
す。
●このような状況を受けて、マスクやガーゼ等、
医療分野への参入を検討していたところ、手術
時のガーゼ遺残事故防止のために使用する電
子タグが普及せず、事故が起こり続けていること
を知りました。ここに当社の糸を扱う技術力を
活かせると考え、手術用ガーゼ向けRFIDタグ
の製造に進出する決断をしました。

茶久染色株式会社
愛知県一宮市
染色整理業
尾州糸染
各種繊維素材への染色および
機能性の付与
1916年
75人
尾西信用金庫

繊維産業の可能性を広げ、
地域に元気が出るきっかけに
●コロナで医療現場の負担が増えている中で、
ガーゼの確認・カウントといった作業負荷は相当
なものがあります。この事業で、医療事故の削減
はもちろん、医療現場の皆さんの負担軽減に貢
献したいと考えています。

●また、医療以外でも、商品の在庫管理やセル
●現在、RFIDタグ付きガーゼの普及率は国内 フレジをはじめ、入退出管理や入退場数のカウン
では4%にとどまっていますが、大手衛生材料メー トといった人流把握、タイムの計測、介護の徘徊
防止など、様々な分野での活用方法を追求して
カーの協力を得て、多くの医療機関が活用して
いる手術用キットに本製品を組み込むことで、普 いきます。
及率の向上に貢献します。
●糸は、使い方しだいでまだまだ可能性がありま

●補助事業で加工/量産設備への投資を行い、 す。今回の挑戦を通じて、糸の産地である尾州
における繊維産業の可能性を広げ、地域に元気
補助事業終了後5年目で新規事業の売上比
が出るきっかけになればと思っています。
率10.8%を計画しています。

事例紹介

通常枠 事業転換

飲食料品小売業

ブルワリーを持つ自然派食品店に事業転換して事業再構築します！
現在の店舗

リニューアル後のイメージ

気軽に立ち寄りたくなる入口案内板と
ナチュラルなイメージ

ベビーカーでも回遊しやすい売場
ビール醸造設備とワークショップスペース

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
従業員数
認定支援機関

有限会社ベアーズ
千葉県木更津市
卸売業,小売業
飲食店向けの酒類卸売
オーガニック食品と酒類の
小売店運営
1994年
3人
千葉信用金庫

卸売事業を譲渡して自社醸造の
酒類・食品小売業に

醸造設備を店舗に併設して
オリジナルクラフトビールを開発

「オーガニック」をキーワードにした
コミュニティづくりを目指す

●当社は、飲食店向けの酒類卸売を主要に、
お酒とオーガニック食品の小売店を運営してい
ます。身体に優しい焼酎や雑穀の量り売り、無
農薬・無添加食品の取扱を特色とし、味噌づ
くりなど健康に関するイベントも開催しています。

●現在の店舗を、ブルワリーを持つ自然派食品
店にリニューアルします。店内にクラフトビールの醸
造設備を設置して、リキュール製造後の再活用
フルーツや無農薬の大麦を原料とした自然派
ビールを開発、販売します。

●創業当初はお酒をいかに安く売るかに専念して
いましたが、「体が悪くなってお酒が飲めなくなった」
という常連のお客様が多いことを知り、健康を害
する原因となっている食の改善提案に注力するよ
うになりました。

●健康意識が高く自宅で果実酒を漬ける女
性が多いことに着目して、砂糖を使用せず米の
糖度だけで甘みを出すリキュールの開発に着手。
お客様からの評判もよく、オリジナル梅酒は全
国大会でグランプリを獲得するようになりました。

●ターゲットとなる30～40代の女性が入りやす
い外観を整え、雑穀をはじめ酒類・調味料など
様々な商品の量り売りができる県内随一の品揃
えを持つお店にします。また店内にワークショップエ
リアを設け、マイビールづくり等のイベントを行って
ファンの獲得につなげます。

●食と健康に関するイベントや、地域マーケットの
運営等を通じて、お客様がお店のファンとなってイ
ベントを手伝ってくれたり、オーガニックシティ宣言を
している木更津市から駅前活性化の協力依頼を
受けたことから酒類製造の道が広がる、といったつ
ながりが生まれています。

●補助事業で店舗設備への投資を行い、補助
事業終了後5年目で、クラフトビール販売を含む
小売事業の売上比率を68.8%に拡大する計
画です。

●「オーガニック」をキーワードにして、困ったときに
助け合い力を合わせるコミュニティづくりを、当社が
中心となって取り組み、食べて飲んで健康に笑い
合える社会を実現したいと思っています。

●一方、コロナの影響で飲食店向けの売上が
大きく減少し、経営は深刻な影響を受けました。
そこで、卸売事業を譲渡し、利益率の高い自
社製造の酒類とオーガニック食品販売の小売
業に事業転換する決断をしました。

事例紹介

通常枠 新分野展開

卸売業

ネット体験型定置網販売サービスに新分野展開して事業再構築します！
定置網モニタリング

船上ライブカメラ

配信

一般消費者

欲しい魚と
食べる方法を注文

加工・発送
魚の個別情報を把握・管理

新分野「ネット体験型定置網販売サービス」の流れ

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
従業員数
認定支援機関

卸売業から一般消費者向けの
ネット体験型販売サービスへ

水揚げライブ配信を見ながら、
欲しい魚と加工方法を注文

●当社は、鮮魚と加工商品の飲食店等への
卸販売および海外輸出を行っています。天然
の養殖場と呼ばれる宿毛湾周辺の種類豊富
で良質な魚を、要望に合わせて加工し、最新
の冷凍技術も活用して高品質・高鮮度でお届
けして、全国のホテルや料亭等から高く評価い
ただいています。

●魚の種類・数を把握できる定置網モニタリング
システムと漁船カメラを導入して、水揚げのライブ
配信を行います。漁の様子をスマホやパソコンで
閲覧でき、一般消費者が欲しい魚と食べ方(刺
身/焼く/煮る等)を選択すると、船上のスタッフが
その場で注文を受け、当日中に加工・発送する
仕組みを構築します。

●また、ホテル・飲食店の料理長やトップシェフ
をこれまで延べ5～600名招き、実際の定置
網漁を見て魚の特徴や品質の良さを知った上
で購入していただく取り組みを行ってきました。
●しかし、コロナの影響で飲食店向けの卸売は
約半分まで落ち込む状況となりました。そこで、
シェフ向けの取り組みを一般消費者向けに応
用して、ICT技術を駆使したネット体験型定置
網販売サービスを開始する決断をしました。

与力水産株式会社
高知県宿毛市
水産物卸売業
鮮魚の加工,卸売,海外輸出
築地場外市場の販売所運営
2008年
31人
税理士

魚の価値を高めて、地域の水産
業の収益向上と活性化にも貢献
●魚に「他にはない体験」という付加価値をつけ
て販売する今回の取り組みを通じて、当社の売
上だけでなく、高知県産の魚全体の価値を高め
ることも目指しています。

●また、魚の注文情報を同業他社にも共有する
ことで、地域全体で高品質の魚を効率よく獲って、
販売することが可能になります。この仕組みを広
●コロナ禍においてネット販売が広がる中、単に
めて、地域の水産関連事業者の収益向上と活
魚を売るだけではなく、オンラインでの漁業体験と、 性化に貢献したいと考えています。
見て選ぶ楽しさを一般消費者に提供しながら、
●今回の事業計画は、県や市、漁業組合等か
新鮮な魚を食べたい形で買うことができる新しい
サービスです。まずは、地元地域で開始し、商圏 ら紹介や協力をいただくことで具体化が可能にな
りました。大変感謝すると共に、ぜひとも成功させ
を広げていきたいと考えています。
て、将来の明るい高知県の水産関連事業に貢
●補助事業でシステム構築等への投資を行い、 献して行きたいと思っています。
補助事業終了後3年目で新規事業の売上比
率10.8%を計画しています。

事例紹介

通常枠 業種転換

飲食業

市場の鮮魚店と連携した回転寿司に業種転換して事業再構築します！
コロナ前

インバウンド客で
混雑する店内

コロナ後

テナントが撤退し
無人のビル

業種転換(回転寿司)

市場内の一流専門鮮魚店が
さばいたネタを提供

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
従業員数
認定支援機関

コロナによるテナント撤退を受けて
不動産賃貸業から飲食業に進出

プロの鮮魚店によるネタを
提供するグルメ回転寿司店に

●当社は、江戸時代より続く"天下の台所"黒
門市場の中心に3階建てのビルを構え、主に
飲食店をテナントとする不動産賃貸業を行って
います。

●空き状態となっているビルの1階を、高単価・
高付加価値の回転寿司店に改装します。ミシュ
ランの星付き料理店をはじめとする高級料亭にも
卸している市場内の老舗鮮魚店に仕入れ・加
工・保管をしていただくことで、プロがさばく新鮮で
高級なネタを提供します。

●創業当初は飲食店向けの卸売をしていまし
たが、小売業を経て、小さな飲食店が屋台村
のように並ぶテナントビルに転換。立地の良さと
インバウンド客対応の成果から、連日外国人を
中心とする観光客で賑わい、安定した賃貸収
入を得ていました。

●回転寿司の市場はテイクアウト需要もあって
拡大しており、また当社の調査では、黒門市場
における回転寿司への期待と、価格が高くても利
用したい人が多いことが分かっています。他の地
域の優良回転寿司店から助言等をいただきなが
●しかし、コロナの影響でインバウンド客が激減、 ら、黒門市場の名物飲食店となるグルメ回転寿
1階の飲食店はすべて撤退し、売上が半減す
司にします。
る事態となりました。これを受けて、地元の人が
●補助事業で店舗改装への投資を行い、補助
利用する市場の原点に立ち返り、市場内の専
事業終了後5年目で新規事業の売上比率
門鮮魚店と連携して回転寿司事業に進出す
62.1%を計画しています。
る決断をしました。

株式会社千成屋
大阪府大阪市
不動産賃貸業
飲食店テナントと中心とした賃貸
小売業、農作物の生産加工
1945年
4人
株式会社池田泉州銀行

インバウンド依存から脱却する
市場商店街の新しいモデルに
●これまで支えられてきたインバウンド需要は、今
回のような世界的な感染症や政治情勢といった
不測の事態に左右されます。これに依存すること
なく、市場の原点である地域に密着した営業に
回帰する重要性を痛感しています。
●一方、黒門市場は、知名度はあるものの日常
的にはあまり利用されず、訪れるのは年末の買い
物のみという傾向があります。当社が集客の起爆
剤となって、市場全体の活性化に貢献します。
●寿司ネタを仕入れることで市場の鮮魚店の売
上を支え、集客することで商店街全体の集客に
もつながる当社の取り組みが、市場商店街の新
しいビジネスモデルとして、同じく苦境に立つ全国
の市場や観光地の参考になればと考えています。

事例紹介

通常枠 新分野展開

製造業

絹織物等の高付加価値加工に新分野展開して事業再構築します！
丹後織物事業者で一体となって
ブランドをPR

▼開拓したい新市場

【衣料品】

★ 婦人・紳士・子供衣料
スポーツ衣料

【産業資材】
・自動車用途
カーシート、シートベルトなど
・航空・宇宙用途
構造材料（炭素素材）
・情報・通信用途
光ファイバー、電磁波シールド繊維
・土木/環境用途
アスベスト代替繊維
コンクリート補強繊維など
・農林水産用途
護岸ネット、緑化シートなど

ユニフォーム
和服、雨衣など

★ 進出する分野

★ 【インテリア等】
カーペット、カーテン

★

【ライフサイエンス】
中空繊維（人口肝臓）
着圧タイツ（血液促進）
抗菌繊維、衛生材料
介護材料不織布 など

ふとん綿など

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
従業員数
認定支援機関

丹後織物工業組合
京都府京丹後市
繊維工業・染色整理業
和装用白生地(丹後ちりめん)
等の精練・染色・整理加工
品質管理・検査等
1921年
61人
京都府商工会連合会

和装用から、安全・健康志向に
対応した高付加価値加工へ

絹織物(シルク)に抗菌・抗ウイルス・
撥水加工をする設備を導入

丹後産地の発展だけでなく日本
の伝統文化を守り未来につなげる

●当組合は、1300年続く丹後織物産地にお
いて、"丹後ちりめん"をはじめとする和装用白
生地の精練・染色等の各種加工を行っていま
す。648軒の組合員数と、国内最大かつ最高
技術の共同加工施設を有し、全国の絹織物
生産量の6割強を生産しています。

●肌触りがよく人の肌と親和性の高い絹織物
(シルク)に、抗菌・抗ウイルス・撥水といった付加
価値をつける加工設備を導入します。綿素材へ
の加工は各社も行っていますが、絹織物への実
用化は他にはない技術です。これによって、洋装
等のアパレルはもちろん、スポーツウェア、インテリ
ア素材、寝具類、医療・福祉用品等へ進出し、
さらには他素材への技術転用や産業資材など
新たな市場を開拓していきます。

●これまでは問屋から注文を受けるだけでしたが、
和装市場の縮小に対する危機感から外部の企
業と交流してみると多様なニーズがあることがわか
り、優れた技術があっても、既存設備のままでは
オーダーに応えづらいということに気づきました。

●和装の需要は長年にわたって減少し続け、
白生地の生産量はピーク時の１割を切り、さら
にコロナ禍では工場を休む日をつくらざるを得な
い状況になりました。
●一方で、マスクの抗菌・抗ウイルス加工の受
注が増加する等、安全・健康志向に対応した
繊維製品への加工ニーズの高まりを受けて、絹
織物の高付加価値加工による新分野への展
開を決断しました。

●今回の計画で様々な分野からの要望に応えら
れる設備を整え、また積極的に外部との交流を
持つことで、新商品・新分野の可能性を広げ、絹
織物産業振興の牽引役を果たしたいと考えてい
ます。

●また、余熱を活用した省エネ設備の導入や業
務改善によって、加工場の効率化とコスト削減、 ●当組合は、京都をはじめとする国内各地の精
品質向上を進め、競争力を高めます。
練工程を担っており、生産地の生活基盤と共に、
職人の技術や設備の維持を支えています。今回
●補助事業で設備導入のための投資を行い、
の新分野へのチャレンジを通じて、丹後産地の発
補助事業終了後5年目で新規事業の売上比
展だけでなく、和装や絹織物といった日本の伝統
率11.1%を計画しています。
文化を守り、未来につなげていきます。

