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「スポーツアイランド沖縄」 

このロゴマークは、エメラルドの沖縄の美しい海と人のフォルムを重ね合わせ、競

技スポーツの持つ躍動感と、スポーツによって人々がいきいきと元気になるスポーツ

アイランドを表している。 

 また、円形はスポーツによる交流を通して育まれる友好の輪と、沖縄の持つゆいま

ーる（支え合い）の心を表し、色鮮やかな赤青黄は、波しぶきや年中スポーツに適し

ている沖縄の自然を表すとともに、沖縄がスポーツのメッカとなり、スポーツの持つ

感動を国内外へ発信し、世界へ羽ばたいていくイメージを表している。 
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Ⅰ．事業の概要                             

 

１．事業の目的 

 

 近年沖縄県では、プロスポーツチームの活躍、スポーツコンベンションの増加及び健

康志向の高まりなど、スポーツに関する活動が盛んになっている。 

温暖な気候に適したスポーツは人々に精神的豊かさをもたらすとともに、新産業の創出

に向けて利活用すべき地域資源として有望とされており、特にスポーツ関連産業は、観

光・医療・リハビリ、ものづくりなど既存産業等との連携を強化し、県内企業等による

スポーツビジネスへの積極的な挑戦を促進するとともに、スポーツアイランド沖縄の実

現を目指し、スポーツの産業化を戦略的に推進する必要がある。 

本事業では、これまでに実施したスポーツ関連産業の実態把握調査・分析及びスポーツ

関連産業振興の方向性の決定等、さらに、スポーツ関連ビジネスモデル事業及びスポー

ツ関連ビジネス人材育成調査等の実施・効果検証を行い平成 26 年度に策定したスポー

ツ関連産業振興戦略を踏まえて沖縄のスポーツ関連産業の振興を推進していく。 

そのため、県は事業の新規企画・開発などの立ち上げ等の支援に取組み、新たな産業の

創出に努めるとともに、当該事業が自走できるよう産業支援機関や金融機関と連携して

事業の支援を行ない、もってスポーツ関連産業の振興を推進する。 

 

２．委託業務の概要 

 

(1)スポーツ関連産業振興戦略推進委員会の設置・運営 

(2)スポーツ関連ビジネスモデル事業の実施に伴う公募、効果検証 

(3)スポーツ関連ビジネスモデル事業の実施に伴う経営相談、販路拡大等の支援 

(4)スポーツ関連ビジネス企画コンテストの実施 

(5)スポーツ関連ビジネスモデル事業の実施に係る補助金交付等の検査業務 

(6)スポーツ関連産業振興戦略推進事業に係る精算及び完了報告の取りまとめ 
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Ⅱ．モデル事業の実施に伴う公募、効果検証                             

 

１．モデル事業の概要 

 

(1)事業名 

  平成 27 年度「スポーツ関連産業振興戦略推進事業（モデル事業実施業務）」 

 

(2)事業の目的 

 沖縄県内の各産業分野（観光・環境、健康・リハビリ、ものづくり、IT 等）とス

ポーツの連携によるスポーツ関連産業のビジネスを創出するため、スポーツを活用

したモデル事業を募集する。 

 募集したモデル事業のうち、実行力のある提案モデルに対して沖縄県が補助金交

付を決定した後、専門コーディネーター等のハンズオン支援及びモデル事業実施費

用への補助を実施し、本事業終了後の事業化を目指す。 

 

(3)応募資格 

    応募者は、次の要件をすべて満たしていることを必要とする。 

  ア）沖縄県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業及び個人事業主で、事業活

動を継続して展開しており、県内での登記があること、なお、個人事業主につい

ては、個人事業の開業届出書を提出していること。 

  イ）本事業の対象事業者は、中小企業基本法（昭和三十八年七月二十日法律第百五

十四号）第 2 条に定めのある中小企業者、または個人事業主とする。 

  ウ）2 者以上で構成する連携体（以下、「連携体」とする。）を設置して事業を実施

することを前提に応募することができるものとする。ただし、連携体を組む場合

は、必ず代表企業を 1 者選定し、代表企業が取りまとめて応募すること。 

  エ）事前相談期間内に、本事業の専門コーディネーターに事前相談を受けているこ

と。 

  オ）本モデル事業の主要な工程及び本事業終了後の事業展開を県内で実施すること。 

 

(4)募集したモデル事業 

   沖縄県内の各産業分野（観光・環境、健康・リハビリ、ものづくり、IT 等）とスポ

ーツを関連させたモデル事業 

 

  【募集したモデル事業（各産業分野との関連）の例】 

   ※下記は、あくまでも事例として提供し、関連する産業は限定せず、また複数分野に
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わたることも可能とした。 

関連する産業分野 モデル事業の例 

観光・環境 ・スポーツを目的とした入域観光客の増加を図る上で、必

要となる環境整備や観光メニューの企画・開発 

（単発的なスポーツイベントの実施費用は補助対象外とす

る） 

健康・リハビリ ・スポーツを活用した健康づくりプログラムの提供 

・競技者向け滞在型リハビリテーションプログラムの提供 

ものづくり ・県内トップスポーツクラブと連携し、クラブのブランド

等を活かした製品開発及びサービスの提供 

・沖縄特有の農林水産物（地域資源）を活用したスポーツ

関連飲食料の開発及び提供サービス 

IT スポーツツーリスト向け WEBエントリーシステムの開発 

コンテンツ スポーツに特化した映像・ゲーム等の開発 

 

(5)支援内容 

  ア）補助率及び補助上限額 

   ※スポーツ関連産業振興戦略推進事業（モデル事業実施業務）補助金交付要綱に基

づき、下記の補助率補助上限額とした。ただし、平成 27 年度は本事業初年度である

ことから、応募対象は全て新規枠とした。   

補助支援枠 補助率 補助上限額 

新規枠 2/3 以内 2,000 万円 

定着化枠 1/2 以内 1,500 万円 

 

  イ）専門コーディネーターの配置 

    採択された事業計画をともに推進する専門コーディネーターを配置し、経営支援、

モデル事業遂行支援、販路開拓支援及び進捗管理等を実施する。 

 

   ウ）補助期間 

     原則、交付決定日から平成 28 年 2 月 29 日 
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２．モデル事業の公募・選定方法 

 

(1)公募の手続き 

 ①応募要領の掲載 

  ア）掲載期間：平成 27 年 8 月 10 日（月）～8 月 28 日（金） 

  イ）入手方法：沖縄県公式 Web サイトの「文化観光スポーツ部スポーツ振興課」

ページまたは、公益財団法人沖縄県産業振興公社 Web サイト 

  ウ）上記、ア）の掲載期間中、8 月 10 日（月）～8 月 21 日（金）までを事前相談

期間として設け、応募の必須要件とした。 

 

 ②応募説明会の開催 

  ア）開催日時：平成 27 年 8 月 17 日（月）15:30～17:30 

  イ）開催場所：沖縄産業支援センター3F 308 会議室 

 

 (2)企画提案書及び応募書類等の提出期限 

  ア）提出期限：8 月 28 日（金）17:00 

  イ）提出場所：公益財団法人沖縄県産業振興公社 

  ウ）提出書類：正本 1 部（片面印刷）、副本 14 部（両面印刷可） 

   ①企画提案書（様式 1） 

   ②年間スケジュール表（様式 2） 

   ③執行体制（様式 3） 

   ④対象経費積算書（様式 4） 

   ⑤会社概要（様式 5） 

   ⑥実績書（様式 6） 

   ⑦直近 3 カ年分の決算書（損益計算書、貸借対照表） 

   【添付書類】1 部 

   ⑧県民納税証明書（法人事業税または個人事業税） 

   ⑨国税納税証明書（法人税又は申告所得税） 

   ⑩応募説明会出席申込書（様式 7） 

   ⑪会社の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）※個人の場合は住民票 

 

  (3)提案の選考 

   ①応募のあった提案については、スポーツ関連産業戦略推進委員会において、提

案された事業を審査し、支援対象となるモデル事業を選定した。 

   ②モデル事業の選考は書面審査及びプレゼンテーション審査を実施した。なお、

審査の過程は非公開とした。 
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   ③審査項目は、下記とした。 

審査項目 審査項目の視点 

新規性 
これまでにないユニークな取組にチャレンジする事業

であるか？ 

将来性、市場性 
当該モデル事業に該当する市場は将来性のある市場で

あるか？ 

実現可能性・実行力・

恒常的収益性 

当該事業はビジネスとして成立し、実現可能なもので

あるか？ またそのビジネスを実行してゆく力を備え

ているか？ 特に日々の収益獲得構造が明確になって

いるか？ 

本県・地域への経済波

及効果 

沖縄県内経済への波及効果が期待できるか？ またス

ポーツ関連産業の振興に寄与する内容になっている

か？ 

継続性 
事業終了後も独自にモデル事業を継続しようとする意

識があるか。またその継続遂行能力があるか？ 

地域優位性 沖縄の地理的な特性を生かした事業になっているか？ 

自主性 
応募企業が自主性をもって取り組む内容になっている

か？ 

事業の遂行能力、経営

状況の堅実性、資金調

達能力 

助成事業を的確に遂行に足りる能力（販路拡大に伴う

量販体制・営業体制・生産能力、事業管理体制）を有し

ているか。 

また、経営状況は堅実であるか。自己負担分（1/3）の

資金調達能力を有しているか。 

 

３．採択されたモデル事業の概要 

 

 選考の結果として、下記の 4 事業が採択されることとなった。 

企業名 事業名 

ナチュラルエナジー株式会社 
沖縄を拠点とした高機能ウェットスーツ製品開発とアジ

ア販路開拓 

コーポレートゲームズジャパ

ン株式会社 

コンベンション・クラウドシステム対応スマホアプリ収

益獲得事業 

沖縄輪業株式会社 
スポーツレンタサイクル連携事業及びサイクルガイド養

成事業 

プラン・ドゥ・ハプンスタンス

株式会社 
日本トップアスリート育成・支援キャンプ 



6 

 

４．モデル事業の効果検証 

 

(1)経済効果 

 平成 27 年度に採択されたモデル事業 4 社については、初年度及び 10 月からの交付

決定ということもあり、事業の体制整備及び販促ツールの製作に留まるところが多かっ

た。次年度以降は今年度の成果を活用した販路拡大等、経済効果への寄与に期待したい。 

 

企業名（事業名） 経済効果 

ナチュラルエナジー株式会社 

（沖縄を拠点とした高機能ウ

ェットスーツ製品開発とアジ

ア販路開拓） 

本年度は販促ツールの整備が中心となったため、即座に

経済効果が発現されるとは言い難いが、主要販促ツール

が整備されたこと、台湾で３３店舗を拠点とする有力代

理店との契約締結が見込めることより、台湾においての

大きな販売量が見込める。次年度以降に期待できる。 

コーポレートゲームズジャパ

ン株式会社 

（コンベンション・クラウド

システム対応スマホアプリ収

益獲得事業） 

コーポレートゲームズ沖縄大会に国内外から参加した

2,000 名超の参加者は、同社が開発したスマホアプリを

利用して県内の観光情報や医薬品及び販売店に関する情

報を取得した。このため、スマホアプリは県内の観光施

設、飲食店、ドラッグストアへの誘客に一定の貢献をし

たと推測される。 

今後、このスマホアプリが県内の他のスポーツイベント

で利用されれば、さらなる経済効果が期待できる 

沖縄輪業株式会社 

（スポーツレンタサイクル連

携事業及びサイクルガイド養

成事業） 

①今回作成したレンタサイクルのパンフレットは日・英・

中３ヵ国語対応で、海外（台湾、香港、中国等）からの

旅行客も対象としたものである。実際に海外からのレン

タサイクル利用者数は増加傾向にある。 

②今回開発したレンタサイクルの予約システム（PC 版及

びスマホ版）が本格稼働すれば、海外からの予約はさら

に増加し、インバウンド旅行客の増加につながると期待

される。 

プラン・ドゥ・ハプンスタンス

株式会社 

（日本トップアスリート育

成・支援キャンプ） 

本年度はプロサッカー選手８名の参加であり、県内への

経済波及効果という意味ではまだボリューム不足であ

る。ただし事業外ではあるが、アジア方面から大学生を

１００名単位で招聘するなど、次年度以降への大きな経

済波及効果が期待できる。スポーツコミッション沖縄と

の連携を意識して、本土・海外からの大人数での合宿誘

致は次年度以降に期待できる。 
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(2)定着化に向けた課題 

  今後の事業の定着化に向けた課題としては、プロモーション活動の強化、経営基盤

の強化、事業活動を行う拠点づくりが挙げられる。 

 

企業名（事業名） 経済効果 

ナチュラルエナジー株式会社 

（沖縄を拠点とした高機能ウ

ェットスーツ製品開発とアジ

ア販路開拓） 

①バックオフィス業務 

沖縄県内での設立間もない事業所のため、経営基盤の整

備及び経理人材等のバックオフィスの体制づくりが喫緊

の課題となっている。 

②営業人材の確保 

現状では、当該製品を熟知している代表者自らが営業面

も担っているが、今後、販売が拡大してゆくためには、

専属的な営業人材が必要になってくる。 

③県内製造拠点の確保及び人材育成 

高品質・付加価値の高いウェットスーツを、県内でも製

造が可能になるよう、製造拠点の確保が急がれる。また、

品質維持のための縫製技術者等の人材育成も、製造拠点

の確保と同様、今後の課題である。 

コーポレートゲームズジャパ

ン株式会社 

（コンベンション・クラウド

システム対応スマホアプリ収

益獲得事業） 

開発したスマホアプリをコーポレートゲームズ以外の大

会で利用してもらえるようにプロモーション活動を行

い、事業の収益化を図る（企画提案書の中で書かれてい

ること）。まず県内の他のスポーツイベントでの活用を図

り、次に県外のイベントをターゲットとすること。 

沖縄輪業株式会社 

（スポーツレンタサイクル連

携事業及びサイクルガイド養

成事業） 

①レンタサイクル及び予約システムに関する国内外向け

プロモーション活動 

②県内のレンタサイクル拠点数の増加 

③サイクリングリーダー講習、サイクリングガイド講習

の定期開催 

プラン・ドゥ・ハプンスタンス

株式会社 

（日本トップアスリート育

成・支援キャンプ） 

①既存の地域のスポーツインフラへの依存 

地域の体育館、運動公園等の利用が前提になっているが、

地域住民のための施設を、営利目的の事業者が利用する

ことについては、本年度の頻度の利用程度であれば問題

はないが、今後混雑減少が生じたときに問題が顕在化す

る可能性が高い。 

②業務の自動化及びシステム化  

 事業が旅行代理店業務に近く、労働集約的なビジネス
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モデルとなっている。業務の自動化・システム化は必須

の課題であり、利益率の向上のためにも追求したいとこ

ろである。 

 

(3)展開可能性 

 

企業名（事業名） 経済効果 

ナチュラルエナジー株式会社 

（沖縄を拠点とした高機能ウ

ェットスーツ製品開発とアジ

ア販路開拓） 

①台湾での販売拡大 

有力な販売代理店契約を締結するということで期待でき

る。 

②他地域への進出 

シンガポールや香港等、ターゲットが存在する市場への

展開が視野に入ってくると期待できる。 

③汎用モデル、その他関連商品の開発販売。 

取扱い製品の認知度が上がってきたら、周辺グッズの商

機があると見込める。 

コーポレートゲームズジャパ

ン株式会社（コンベンション・

クラウドシステム対応スマホ

アプリ収益獲得事業） 

４ヵ国対応（日・英・中・韓）のスマホアプリを活用す

ることによってインバウンド旅行客の流入を促進する。

例えば、国際的スポーツイベントを沖縄へ誘致する際の

ツールとして利用するができる。 

沖縄輪業株式会社 

（スポーツレンタサイクル連

携事業及びサイクルガイド養

成事業） 

サイクリングコース等のインフラ整備、サイクリングガ

イド等の人材育成を併せて行うことによって、沖縄を日

本におけるサイクルスポーツのメッカとする。そのため

には行政との密接な連携が不可欠である。 

プラン・ドゥ・ハプンスタンス

株式会社 

（日本トップアスリート育

成・支援キャンプ） 

①海外からのスポーツ誘致 

 特にアジア方面からの合宿誘致が実働ベースで稼働し

ており、次年度以降このメニューの拡大が期待される。 

②他スポーツへの展開 

 当該事業でプロサッカー選手の冬季合宿という、要求

水準が高いメニューをこなしたこと、地域の施設・公的

機関等とのパイプがそのまま生きることなどから、他ス

ポーツへの展開が期待できる。すでにバスケットボール

に関して打診がある。沖縄県には琉球キングスという名

門チームもあるので、地域的な優位性及び同社の強みを

活用し、次年度以降期待できる。 
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Ⅲ．スポーツ関連ビジネス企画コンテストの実施                             

 

１．スポーツ関連ビジネス企画コンテストの概要 

 

(1)実施名 

  平成 27 年度「第 1 回スポーツ関連ビジネス企画コンテスト」 

 

(2)事業の目的 

 平成 26 年度に沖縄県が構築した「スポーツ関連産業振興戦略」では、沖縄におい

て可能性があると考えられるさまざまなスポーツ関連ビジネスのシナリオを提示し

た。その一方、スポーツを取り巻く社会・経済環境の変化により、これらのシナリ

オ以外にも新しいスポーツ関連ビジネスの可能性が生じることが予想される。 

こうした中で、新しいスポーツ関連ビジネスのアイデアが生まれる土壌をつくる

ために、沖縄県内外の学生等にスポーツを活かした新しいビジネスアイデアを考え、

発表する場を提供するために、スポーツ関連ビジネス企画コンテストを実施する。 

 

２．スポーツ関連ビジネス企画コンテストの募集・選定方法 

 

(1)募集対象者 

   沖縄県内外で学ぶ大学・短大・高専の学生、院生、研究者 

  ※応募は個人・ゼミ等のチーム制いずれでも可能とした。 

 

(2)募集テーマ 

    沖縄の地理的特性や優位性を活用したスポーツ関連ビジネスの事業企画提案 

   ※アイデアレベルや一過性のイベントの実施ではなく、事業化に向けて具体性のあ

るビジネスプランであること。 

 

(3)応募の手続き 

 ①募集要領の掲載 

  ア）掲載期間：平成 27 年 8 月 10 日（月）～8 月 28 日（金） 

    ※募集期間延長：12 月 14 日（月）まで 

  イ）入手方法：公益財団法人沖縄県産業振興公社 Web サイト 

 

 ②応募用紙及び提案書の提出期限 

  ア）提出期限：12 月 14 日（月） 
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  イ）提出場所：公益財団法人沖縄県産業振興公社 

 

  (4)提案の選考 

   ①応募のあった提案については、スポーツ関連産業戦略推進委員会において、提

案された事業を審査し、選定した。 

   ②スポーツ関連ビジネス企画コンテストの選考は一次審査（書面審査）及び二次

審査（プレゼンテーション審査）を実施した。なお、審査の過程は非公開とし

た。 

   ③審査項目は、下記とした。 

審査項目 審査項目の視点 

新規性、革新性 

これまでにない新しいアイデア、ユニークな取組であ

るか？ 

提供する商品・サービスは新しいものであるか？ 

優位性、沖縄の地域資

源の活用 

沖縄の地理的特性や地域資源を活かした、沖縄ならで

はの優位性があるか？ 

市場性、将来性 

当該事業に対する社会のニーズはあるか？ 

ターゲットとなる顧客層が明確に定義されているか？ 

将来大きな市場となり得るか？ 

一過性のイベントではなく、持続可能な事業が成立す

るか？ 

販路（商品・サービス

の提供方法 

販路は明確に定義されているか？ 

販路開拓の方法は具体的であるか？ 

事業化イメージ 
ビジネスとして成立し、実現可能なものであるか？ 

収益構造が明確であるか？ 

課題の認識及び解決方

法 

事業化するにあたっての課題の認識が明確であるか？ 

課題解決の方法は具体的か？ 

採算性、収益性 
採算性、収益性は高いか？ 

収支予測の根拠が明確か？ 

本県・地域への経済波

及効果 

沖縄県内経済への波及効果が期待できるか？ 

沖縄県のスポーツ関連産業の振興に寄与するか？ 

応募者の意欲、プレゼ

ンテーション能力 

（二次審査のみ） 

応募者に意欲はあるか？ 

プレゼンテーション能力は高いか？ 
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３．表彰されたスポーツ関連ビジネス企画の概要 

 

 選考の結果として、下記の 4 社が表彰されることとなった。 

学校（団体）名 事業名 表彰名 

同志社大学大学院 你好（ニーハオ）沖縄スポーツ～動画で観たディ

スティネーションへ～ 

最優秀賞 

立命館大学 ウェアラブル端末を利用した、運動消費熱量の

ポイント利用化 

優秀賞 

同志社大学 人生で一度は歩きたい ノルディックウォーキ

ングの聖地 OKINAWA 

特別賞 

NPO学生ネットワ

ーク WAN 

スポーツファンディングでスポーツに取り組む

沖縄の子供を応援！「MEIJIN」 

特別賞 

琉球大学 ビーチバレーを活用した社内研修プログラム 特別賞 

 

上記 5 団体については、2 月 5 日（金）に開催したセミナー「いま、注目を集めるスポ

ーツビジネスとは」の第 1 部として、プレゼンテーション発表及び表彰式を行った。 

表彰は県知事名で行い、団体名及び応募した学生の個人名を全て記載した。 
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Ⅳ．スポーツ関連産業振興戦略推進委員会の概要                             

 

１．委員会の開催概要 

 

(1)委員会名称 

  平成 27 年度スポーツ関連産業振興戦略推進員会 

 

(2)委員会の開催概要 

  スポーツ関連産業振興戦略の推進について検討するため、「スポーツ関連産業振興

戦略推進員会」を設置した。同委員会の開催概要は下記の通りである。 

 

開催回・日時・会場 主な議題 

第 1 回推進委員会 

平成 27 年 9 月 16 日(水)13:00～16:30 

浦添市産業振興センター 

結の街 4F パソコンスペース 

１．モデル事業の採択にかかる審査 

 (1)応募事業者によるプレゼンテーション 

 (2)採択事業者の選定にかかる審議 

第 2 回推進委員会 

平成 27 年 12 月 3 日(木)13:30～16:30 

沖縄タイムスビル 5F 会議室１・２ 

１．モデル事業の中間報告 

 (1)採択事業者による中間報告 

 (2)質疑応答 

２．スポーツ関連産業振興戦略の推進に関する 

 意見交換 

 (1)関連施策の状況 

 (2)モデル事業の課題の整理 

 (3)委員による意見交換 

第 3 回推進委員会 

平成 28 年 2 月 4 日(木)13:00～17:00 

沖縄産業支援センター 1Ｆ 

 観光物産展示場 

１．スポーツ関連ビジネス企画コンテストの 

 二次審査 

 (1)応募者によるプレゼンテーション 

 (2)質疑応答 

 (3)選定にかかる審議 

２．モデル事業の中間報告 

 (1)採択事業者による中間報告 

 (2)質疑応答 

３．スポーツ関連産業振興戦略の推進に関する 

 意見交換 

第 4 回推進委員会 

平成 28 年 3 月 14 日(月)13:30～16:30 

ホテルチュラ琉球 7F 会議室Ａ・Ｂ 

１．モデル事業の最終報告 

 (1)採択事業者による最終報告 

 (2)質疑応答 

２．スポーツ関連産業振興戦略の推進に関する 

 意見交換 

 (1)事務局からの事業実施報告 

 (2)委員による意見交換 
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２．委員会における主な議論のポイント 

 

(1)モデル事業について 

 

①採択された事業について 

 

 ■ナチュラルエナジー株式会社 

 

  ⅰ）県内製造の実現性や台湾など近隣地域における製造との比較優位性について 

 

  ・複数の委員から、沖縄の製造拠点を実現する方向で動いて欲しいという意見が

あった。また、沖縄の製造拠点を実現するには、縫製技術者の養成やアフター

ケアなど、製造に係る体制整備についても求められるという課題が提言された。 

  ・今回の採択事業は台湾向けの販路拡大がテーマのため、台湾で製造拠点をつく

ることへの懸念点も質問として挙げられた。あくまでも「メイドインジャパン

→メイドイン沖縄」でのブランドを図ってもらいたいという意見が多く出た。 

 

 ⅱ）フルオーダー品と既製品の併売について 

 

  ・台湾でのニーズ調査の際、既製品（低価格モデル）の需要を打診されていると

のことから、フルオーダー品と既製品の併売について、希少価値の観点から懸

念があるとの意見があった。 

  ・同じく、当社の強みである「高品質」というブランド維持のために、価格競争

に走らず、ブランド管理にも留意して欲しいという要望があった。 

  ・トライアスロンは 30 万人の愛好家が存在し、水泳用スーツの平均値が 4 万円

弱であることから、買い替え需要のねらい目としての助言があった。 

 

 ■コーポレートゲームズジャパン株式会社 

 

 ⅰ）開発したアプリの汎用性について 

 

  ・コーポレートゲームズ沖縄大会以外の他のスポーツイベントなどもカバーする

ようなアプリの設計になっているか、質問があった。これについては、他の競

技やスポーツイベントなどもカバーするとの回答があった。 

  ・システム設計とデザイン設計は異なるため、県内外の Webデザイナーと連携し
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つつ、アウトプットシステムのレベルアップを図り、県外の他のシステムから

の乗り換えを促すための強みを考えて欲しいという要望があった。 

  ・その他、将来のインバウンドに向けて、多言語対応を考えた方が良いという助

言があった。 

 

 ⅱ）事業の収益性について 

 

  ・収益構造を生み出すために、ユーザー数の増強、営業力の強化が求められた。 

 

■沖縄輪業株式会社 

 

 ⅰ）レンタサイクル事業の市場性について 

 

  ・スポーツレンタサイクルは市場拡大が見込める分野だけに、沖縄全体としての

プラットフォーム構築戦略とも連携させたいという意見があった。 

  ・県内中南部にレンタサイクルの拠点を設置したことから、そこでの料金設定と

数字の目安に関する質問があった。 

  ・全国雑誌へのプロモーション効果に対する質問があり、その回答として、Webサ

イトへのアクセス数がかなり伸びているとのことであった。 

 

 ⅱ）フランチャイズシステムについて 

 

  ・フランチャイズの将来の方向性、フランチャイジーにとってのメリットについ

て、複数の委員から質問が上がった。 

  ・フランチャイズ制の具体的な仕組みや収益モデルなど、ビジネスの根幹となる

設計が弱いため、その部門の専門家を活用してはどうかという助言があった。 

 

 ⅲ）サイクリングガイドの養成について 

 

  ・ガイドを養成後の収益構造、ガイドとして生活できるのかといった質問が多く

出た。 

  ・ガイドがついた場合の利用者の満足度についての質問あり、現状の顧客のヒア

リングからは、満足度はそれなりに高いと考えているとの回答があった。 

  ・ガイドコースについての質問があり、現状では 2種類、各 3時間のコースがあ

るが、1日メニューの検討も進めているという回答であった。 
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■プラン・ドゥ・ハプンスタンス株式会社 

 

 ⅰ）スポーツコミッション沖縄との連携について 

 

  ・当社の事業コンセプトがスポーツコミッション沖縄の目指す方向性と一致する

ことから、スポーツコミッション沖縄との連携についての関心事項が複数委員

から上がった。 

  ・誘致に関してはスポーツコミッション沖縄、実際に来沖した方へのフォローは

当社をはじめとした民間事業者が行うという住み分けが図られると相乗効果

が期待されるとの助言があった。 

 

 ⅱ）事業の設計、収益性について 

 

   ・収益獲得のイメージが見えにくく、特に繁忙期・閑散期の区別なく通年の事

業ではどう捉えるべきかという質問があり、当社からも課題と認識しており、

ターゲットを模索しているとの回答があった。 

   ・沖縄観光コンベンションビューローとの連携など、「信用」という武器を付加

価値とし、ビジネスレベルに引き上げる必要があるという意見があった。 

   ・アジアの大学生のサッカーチームを沖縄に誘致して合宿・大会を開催したが、

その企画はとても面白いとの評価を得た。 

 

②モデル事業の全体評価について 

 

  ・スポーツビジネスという発想はとても面白く、収益化と継続化の仕組みづく

りがカギになると思われる。実施事業者との伴走を強く意識して、継続的な

経営支援を行ってもらいたいとの要望があった。 

  ・日本政府は現状の 10兆円のスポーツ市場を 100兆円にしたいと言っている。

10の企画提案があって、1つでも成功できればというイメージを持っている。 

  ・今回の採択事業 4社は酢ポールビジネスといえよう。ナチュラルエナジー社

は小さいがニッチ市場の分野と考えられ興味深い。コーポレートゲームズジ

ャパン社は汎用性のあるソフト開発である。沖縄輪業者及びプラン・ドゥ・

ハプンスタンス社は広くインバウンド観光に関わって、じわじわと効果が発

現してくるのではないかと期待している。全体的に考察すると、特効薬のよ

うなものではなく、広くじわじわと沖縄県経済に貢献してくる、興味深いビ

ジネスモデルだったのではないか。 
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(2)ビジネス企画コンテストについて 

 

①提案の内容・質について 

 

 ・スポーツビジネスの可能性を啓発・広報するという意味では有意義な事業であ

り、民間企業との連携モデルを 1件でもテストケースとして進めてもらいたい。 

 ・学生のビジョン、可能性の高いもの、奇抜性などいろいろあった。実際のビジ

ネスに結びつくものもあった。 

 ・数件、面白いアイデアも含まれていたが、既存ビジネスの発展形という域を出

ていないものがほとんどで、若者らしい意外性や新規性があまり感じられなか

った。 

 ・ビジネス経験がほとんど無い状態で企画書を書いても、市場性や販路などのリ

アルなビジネス項目の欄が稚拙となるため、募集にあたっては、新規性や優位

性にウエイトを置いて、アイデアで勝負させた方が民間企業等にとってもビジ

ネスに活かせるヒントが得られるのではないか。 

   

②インセンティブの必要性について 

 

 ・インセンティブを明確にしてほしい。プレゼンをして終わりという形ではもっ

たいない。懇親会や合同会議等、その後の施策づくりを検討してはどうか。 

 ・高校生のビジネスプランコンテストでは、1万円～10万円の賞金が出る。やは

り賞金等の報酬を与えた方がよいのではないか。 

 ・「読売ジャイアンツビジネスアワード」に応募が多く集まるのは、賞金が出るか

らだ。賞金が出れば提案の作り込が違ってくる。 

 ・今回は沖縄へ旅費が出るとのことで、県外学生にとってはメリットがあったか

もしれないが、県内学生にとってのメリットは弱かった。賞金にすれば県内外

の学生に対し共通のインセンティブになる。 

 

③企業とのマッチングについて 

 

 ・企業との連携ができれば、学生のアイデアが生かされる。 

 ・関西経済同友会の学生ビジネスコンテストでは、投資家も呼んでマッチングを

行う。懇親会の開催なども検討して欲しい。 

 ・今回の学生コンテストのような形で、制約のない自由な発想でビジネスアイデ

アを形にするという動きは重要ではないか。経営面から学生のサポートをして
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ゆき、実現性を高めてゆくという流れを構築できないか。 

 ・「学生のアイデア→ビジネスモデルの現実化の仕組みづくり」というスキーム構

築が重要ではないか。 

 

(3)スポーツ関連産業振興戦略について 

 

①沖縄県のスポーツ関連産業の発展について 

 

 ・沖縄県のスポーツ事業環境は毎年発展している。他府県と比較してもいい形だ

と思う。ただ、機能の重複が心配なので、そのあたりは調整して、大きなとこ

ろから俯瞰することも必要ではないか。 

 ・観光客の人数はハワイに追いついてきているが、その中身が問われてくる。滞

在日数等、他の指標にも気を配るべきでは。 

 ・観光客が増えると住民満足度が下がるという声も聞く。その方面の声も無視で

きない。多面的な考察も必要。 

 ・スポーツの各分野、例えばプロスポーツの合宿アレンジやスポーツサイクル文

化の醸成、コーポレートゲームズの先進的な取組などは、沖縄県が戦略的に強

化すべき特異性の高い分野だと評価できる。 

 ・沖縄の内需には限界があると思う。コト作りからモノ作りへの好循環が出来上

がればよい。スポーツ産業の育成は難しい。沖縄県は「ツーリズムのエッセン

スを取り込んだコト作り産業」を志向すべきではないか。 

 ・関西でワールドマスターゲームズが開催されるが、このような国際スポーツイ

ベントが沖縄で開催されてもよいのではないか。スポーツに関してはハード面

の整備も必要不可欠である。 

 ・沖縄市にアリーナも建設される。 

 ・モデル事業の中に、シニア向けの事業もあってもよいのではないか。シニアス

ポーツの収益事業や、スポーツにはけがや故障がつきものなので、その予防グ

ッズなども合わせて提供していくような事業があってもよい。 

 

②事業実施企業の経営状態について 

 

 ・事業推進母体の経営基盤の弱さが気になる。企業体としての組織つくりの必要

性があるのではないか。 

 ・事業効果が明確に発現するように、県として柔軟案体制を構築するべきではな

いか。全般に、その道のプロフェッショナルと連携していないため、事業者が

すべてを考えるプロダクトアウト型になり、個人企業の運転資金レベル・試作
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レベルの事業になっているのではないか。 

 ・経営課題に対してのアクション等の自走化を期待する。 

 ・産業発展のためには、プレイヤーだけでなく、士業を含む専門家や各分野の県

内外プロフェッショナル、事業プロデューサーとの連携により、当初から高い

ビジネスレベルを想定しておき、より多くの関係者を巻き込んで始めることが

大事である。 

 

③企業同士の連携について 

 

 ・産業発展のためのプレイヤー同士の連携、組合せはもっと質の高い上のレベル

でないといけない。 

 ・お互いに親和性があり、使えるものはある。 

 ・アレンジャー、プロデューサーが必要。いくつかのコンテンツを結び付ければ

もっと面白い。 

 ・組み合わせると面白いが、誰が組み合わせるのか。従来の枠からはみ出すもの

でないといけない。 

 

④補助金の活用方法について 

 

 ・従来から行われてきた個別企業に補助金を供給するシステムでは、産業振興効

果は限られてくる。個別企業のプロダクトアウト型または運転資金確保型では、

事業における本気度が弱くなりがちである。モチベーション高く、本気でスポ

ーツビジネスを振興したいと考えるのであれば、個別企業ではなく、それを取

りまとめるプロデューサー型人材・企業に対してお金を投じた方がより効果的

であると思われる。 


