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中頭郡嘉手納町字嘉手納297-26

フィットネスクラブ

http://www.h-sp-saibishin.com/

テーマ

那覇市久茂地１丁目８−７

小売業

kaorukaze.jimdo.com

テーマ

うるま市勝連南風原5194番地63

医療用機械器具製造業

www.okinawa-med.com

テーマ

那覇市西3丁目11番11-801 ウイングシャトー西町ウェストコースト

ライフスタイルコーディネーター

ficcadesign.com

テーマ

那覇市松山一丁目４番12 高田産業ビル31号

その他の専門サービス

shining-okinawa.jp

テーマ

40代以上女性向けカウンセリングと琉球薬膳を用いた統合的「健美ボディ」メニューの開発事業

経営革新計画承認事業者概要

H.SP.彩･美･心

代表者　小田川　晴美

資本金：　　－ 従業員：1名

ＴＥＬ：098-988-7460

香り袋商品の開発・販売と新規販路の開拓

内容
オリジナル商品の開発と新規販路の拡充を開拓する。当店でも人気がありリピート率の高い薄型の匂い袋と縁起物
の匂い袋をオリジナル商品として開発・製作し他の販売店や寺社などで委託販売する。さらにオンラインショップの拡
充とＳＮＳを駆使した商品・店舗のＰＲも強化する。

株式会社ﾆｭｰﾛｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ沖縄

代表者　髙谷　彰之

資本金：　　－ 従業員：　－

ＴＥＬ：098-923-0407 FAX：098-923-0431

内容
（１）体調の悩みを持つ40代から60代の女性にフォーカスし、カウンセリング、沖縄食材の薬膳料理による食事指導、
エクササイズを融合させたメニューを提供する。
（２）①フィットネスライフスタイリスト、②アロマリンパ療法セラピストの指導者養成コースを開設する

たきもの屋薫る風

代表者　西田　美生

資本金：　　－ 従業員：1名

ＴＥＬ：098-863-7395

多彩な生活訓練等による、障がい者の豊かな暮らしの実現

内容

①FICCA DESIGNが提供する生活訓練講座：ファッション講座を通して、自分を服で活かす方法（身だしなみを整える
方法、自分に似合う服の見極め方）への理解を深め、自信をもって活躍できるよう促していく。
②外部講師による多彩な講座の実現：（社）アピアランスセラピー協会と協業し所属している講師陣と共に幅広いコン
テンツを揃えることであらゆる人への興味関心にマッチするようにする。コンテンツ例：自己分析ワーク、理学療法士
や看護師、ヨガインストラクター等による運動方法や食事方法についてのアドバイス等。

株式会社ｼｬｲﾆﾝｸﾞ沖縄

代表者　宮城　朝美

資本金：　　－ 従業員：　－

ＴＥＬ：098-868-5658 FAX：098-868-5659

世界初の安全性の高い加水分解ヒアルロン酸の量産製造

内容
　高濃度配合が可能かつ炎症の恐れのない低分子ヒアルロン酸は化粧品原体及び医薬品原体として高付加価値商
品として販売が可能性である。しかし、この原体を抽出製造している会社が現在無いため、弊社で製造体制を整え、
新たに商品展開を行うことで事業の柱の一つとしていく。

FICCA DESIGN

代表者　渡嘉敷　真子

資本金：　ー 従業員：１名

ＴＥＬ：080-6488-3977

昇華プリンターを使用したオリジナルデザインマスクの開発・販売

内容
新規事業として、オリジナルデザインマスクの開発・販売を行う。
翻訳事業で培ったIllustrator画像処理技術による迅速なオリジナルデザイン制作及び昇華プリンターによるサンプル
マスクの制作・提示を迅速に行う事で顧客ニーズに対応する。
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浦添市経塚１丁目５番１号

燃料小売業

https://ryusho.okinawa/

テーマ

中城郡中城村字南上原783番地

医療に附帯するサービス業

テーマ

八重山郡竹富町上原742-1

その他娯楽業

テーマ

石垣市石垣496-1

自動車整備業

https://www.motorcarsmiyagi.co.jp/

テーマ

石垣市真栄里393番地の32

その他娯楽業

テーマ 顧客が石垣島、八重山諸島を3倍楽しめる革新的サービス事業

内容 －

合同会社ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙあつまる

代表者　浜　佑介

資本金：1,500千円 従業員：７名

ＴＥＬ：0980-87-0886

デジタル技工の導入等による生産性向上

内容

歯科技工士として20年超のキャリアがあり、切削の技術力を有している強みを生かし、デジタル技工を導入し、生産
性を向上させる。一部外注していた業務の内製化対応により、ＣＡＤ/ＣＡＭ冠の制作時間が大幅に短縮され、短納期
要請に応えることができる。また、ジルコニアセラミックスの歯冠修復物を新たに手掛け、審美歯科の対応を強化す
る。

（株）Motor Cars MIYAGI

代表者　宮城　良浩

資本金： 9,000千円 従業員：4名

ＴＥＬ：0980-83-2937 FAX：0980-82-7776

驚きと感動の「車のエステ事業」展開による売上向上と新規顧客獲得

内容

自動車アフターフォロー、サービスとして、車両の損傷した箇所を復元する作業、板金修理後の補修塗装事業を行う
板金塗装事業で培ったノウハウを活かし、カーディテイリング事業（車の磨き作業・コーティング作業・カーフィルム施
工・車内クリーニング）を展開していく。
これにより、自動車整備工場、レンタカー会社がメイン客層だったが、「車のエステ事業」の展開により、一般消費者
（個人）の商圏拡大を図り、事業収益の拡大に繋げる。

K・テック

代表者　與儀　健三

資本金：　　－ 従業員： ２名

ＴＥＬ/FAX：098-943-2453

西表島でしか体験できない場の創出による革新的サービス事業

内容 －

エニシー

代表者　宮本　守康

資本金：　　－ 従業員：３名

ＴＥＬ/FAX：0980-85-6568

顧客管理システムを活用した新たな給水管等水廻り修繕の需要開拓

内容
水廻り関係の修繕を手掛ける。給水の配管取り換え、蛇口の交換、トイレ便器詰まり・交換、リフォーム紹介を行う。
顧客管理データを活用し、灯油、水、精米の利用歴のほか、給水管の状況などを社員間で共有し、現場から顧客情
報を参照できるようにする。事業部を超えて、灯油、水、精米、水廻り修繕等の提案を行う。

有限会社　琉匠

代表者　仲村　太志

資本金：　　ー 従業員：33名

ＴＥＬ：098-893-2210 FAX：098-893-2822
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国頭郡恩納村字前兼久29番地1

その他娯楽業

https://www.okinawadc.com/

テーマ

中頭郡西原町東崎4番地10

食料･飲料卸売業

https://www.mitukura.jp/

テーマ

豊見城市字高安３３７番地１
（サンライズビュー平田１０１号）

その他に分類されないサービス業

http://www.colab-okinawa.com/service.php

テーマ

南城市大里字大城2193番地

農業、卸売業

http://www.miyaginouen.com

テーマ

中頭郡北谷町字桑江508番地14

専修学校、各種学校

http://tps-oki.com/

テーマ 犬用デザインカット及びネイルを提供するサロンの開設

内容
これまでの代表の経歴やネットワークをいかし、スクールに併設した犬用サロンを開業し、技術力が求められる長毛
犬のデザインカットや犬用ネイルを提供する。

効率的な加工出荷体制を整えることでお客様の細かなニーズに応える。

内容

出荷場の規模拡大及び効率化を図るための機械化、IOT化を図ることで、生産量、販売量を増大させ、出荷場の密
度を減らすことやリモートワークの可能性を拡げるだけでなく、契約農家の収入及び新規就農者の増大や耕作放棄
地の解消へとつなげることができる。また、オンライン商談会やECサイトなどを積極的に活用し、みやぎ農園の取り組
みの認知度を上げ、収益の増大を図る

東京ペットビジネス学院　沖縄校

代表者　比嘉　なおみ

資本金：　　－ 従業員： ３名

ＴＥＬ/FAX：098-936-7669

新たなビジネスマッチング情報基盤の開発

内容

システム化ニーズが最も高いと考えられる出展手続きをオンラインで完結できるシステムを開発し、出展者情報の蓄
積が可能な環境を整備する。更に来場者管理及び出展品登録機能を開発し、出展者と来場者の両方の情報を蓄積
する基盤の土台を整える。これらが実現することで、付加価値の高い出展者と来場者の 事前マッチングや、ニッチ産
業のオンライン展示会の開催、新イベント立ち上げ時の出展見込事業者の募集サービスなどを提供できるようにす
る。

株式会社みやぎ農園

代表者　小田　哲也

資本金：13,661千円 従業員：16名

ＴＥＬ：098-946-7646 FAX：098-946-7764

産直システムの構築とインフルエンサーの活用による動画配信の新たなPR方法並びに販売方式の確立

内容

観光土産品店への卸販売のために内製化していた注文を受けた後の梱包や出荷作業等の物流業務を運送会社へ
委託する。これにより生産者から直接商品を受け取り購入者へ届ける日数の短縮が実現でき、より新鮮な商品を届
ける事が可能となるとともに、注文が増えても人数を増やさずに対応出来る体制となる。更に、インターネット産直シ
ステムを構築することで流通ルートで規格外となる農作物等も販売することが可能となる。
また、これまではSNSなどでは商品の紹介のみであったが、今回、インフルエンサーを活用しネットコンテンツを利用
した新しいPR方法を確立・運用する事によりインターネット通販の売上増加を目指す。

株式会社コラボ

代表者　國仲 光明

資本金： 　－ 従業員：　－

ＴＥＬ：098-851-9611 FAX：098-851-9622

タンク充填機完全内製化による外注費の低減及びサービスと販路の拡大

内容
エア充填機の更新を行い自社での完全内製化を図ることで、充填時間の短縮及びエンリッチドエアの提供を可能に
し、近年増加が顕著である撮影を主としたダイビングに対する供給体制を構築する。

株式会社　三倉食品

代表者　佐久間　健治

資本金：20,000千円 従業員：39名

ＴＥＬ/FAX：　　　－

株式会社　沖縄ダイビングセンター

代表者　片野　猛

資本金：3,000千円 従業員： ４名

ＴＥＬ：098-965-4700 FAX：098-965-4730
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南城市玉城字愛地１８２番地８

通所・短期入所介護事業

https://nufu-nufu.com/kaigo/

テーマ

名護市城一丁目7番6号

ラジオ放送業

http://fmyanbaru.co.jp/

テーマ

国頭郡恩納村字名嘉真60番地

耕種農業

テーマ

中頭郡中城村字久場7番地16

不動産賃貸業

テーマ

うるま市勝連南風原5192番42

その他のはん用機械・同部分品製造業

https://thomasgk.com/

テーマ IoTを使用したサーマルリサイクルによる小型焼却炉発電設備開発

内容

現在弊社には排熱を熱交換できる小型焼却炉製品があるが、蒸気を発生させて発電機の動力とする事で、給湯・発
電両方が可能なIoT対応のサーマルリサイクルシステムを開発する。
リモート操作ができるIoT制御盤は先行して開発し、コロナ感染防止と技術者の負担軽減・出張費用削減により顧客・
社員の安全と経営の効率化、顧客のコスト削減を行う。
SDGs17項目の7・9・13・14の項目に該当する企業を目指して、世界中のゴミ・環境問題をかかえる地域・企業から受
注し経営のグローバル化を実現する。

毎日女子会！ペットと暮らせる障がい者グループホームの開設・運営

内容

ペットと暮らせる障害者グループホームの開設・運営に取り組む。
①グループホームの開設：空き家等の中古物件を賃貸・改装した上で、障害者グループホームの開設に必要な指定申請を沖
縄県に提出・取得し、障害者グループホームを開設する。「共同生活援助」として障害者の自立支援を行うだけでなく、ペットに
よるアニマルセラピー効果も取り入れながら、捨て犬・捨て猫の問題にも寄与する。
②人とペットへの支援・ケアと、地域への働きかけ：入居者それぞれに合わせた支援はもちろん、ペットの犬・猫がグループホー
ムで健康かつ快適に過ごせるよう、専門家と連携してケアを行っていく。さらに、近隣の地域社会に向けて交流会等を開催する
ことで、相互理解や障がい者の社会進出も支援していく。

株式会社トマス技術研究所

代表者　福富　健仁

資本金：10,000千円 従業員：12名

ＴＥＬ：098-989-5895 FAX：098-989-5896

恩納村産椎茸を使ったスパイス調味料「凛」の開発と生産性の向上

内容

菌床椎茸栽培における108年の知見及びノウハウを活かし、自社栽培椎茸を使ったスパイス調味料を開発する。幅
広い用途でご使用頂ける使い勝手のよさ、持ち運びの手軽さ、日持ちの良さを兼ね備えた万能調味料である。椎茸
を主原料とした調味料は前例が無く、新規性を有する。機械化により生産性向上を図り、椎茸及び椎茸スパイスの売
上・利益の向上を目指す。

合同会社 LINK the かふう

代表者　新城　倫子

資本金：150千円 従業員： １名

ＴＥＬ/FAX：098-960-3948

「地域のPRよろず相談所」事業

内容
①「地域のPRよろず相談所」として、「地域密着型の新番組開発」と「イベント受託業務の開始」を行う
②電波塔の増設、及びインターネットラジオ「ListenRadio」での放送開始による聴取可能人口拡大（着手済み）
③番組スポンサー登録のオンラインシステム化

合同会社 OKINAWA BIO SHIITAKE

代表者　田中　未一郎

資本金：　　ー 従業員：　－

ＴＥＬ：098-967-7530 FAX：098-967-7531

新しい通所介護サービスプログラムの開発

内容
新たに農業活動を介護事業に取り入れ新しい形の通所介護プログラムを開発する。これにより他社介護事業との差
別化を図り「働くデイサービス」事業を推進し収益増を図る。更に地域の課題である「家事困難高齢世帯」への新たな
支援サービスとして「高齢者特化型家事代行」サービスを事業化・展開する

株式会社ＦＭやんばる

代表者　新城　拓馬

資本金： 23,940千円 従業員：５名

ＴＥＬ：0980-54-1515 FAX：0980-54-1475

花あかり合資会社

代表者　荷川取　尚樹

資本金：　　－ 従業員：３名

ＴＥＬ：098-917-1871 FAX：098-917-1872
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うるま市勝連南風原1546番地1

食料品製造業

テーマ

国頭郡今帰仁村字今泊4567番地

陶磁器・同関連製品製造業

テーマ

国頭郡本部町字並里52番地2

食料品製造業

http://acerola-fresh.jp

テーマ

那覇市西二丁目21番1-1302号

卸売業

https://ailati.world

テーマ

島尻郡南風原町字兼城651番地

菓子製造業

テーマ 生産性向上を図る事で県外取引を強化し利益率の改善を目指す

内容

今回の経営革新計画では、弊社の課題である生産量の増加と利益率の改善を選別機を導入する事で解決し県外取引の強化
を図る。
製造工程上でボトルネックとなっている手作業での仕分け作業を機械化する事で生産性が向上し、約３倍の生産体制となり、以
前から検討していた県外展開を目指すことが可能となる。更に県外展開に必要なパッケージの改良も同時に着手する事もでき
る。パッケージの改良と合わせてシリカゲル（乾燥剤）を導入し賞味期限を大幅に延長させる事で、県外量販店等への商談が可
能になります。新たな販路開拓と利益率の改善を目指す。

沖縄県産食材を使った沖縄県内製造による高品質食品の開発・販売

内容
沖縄県産食材を使用して県内製造する高品質な食品ブランド「沖縄の恵み」の商品を開発・販売することで、来県さ
れる観光客並びに沖縄県民に対してモダンな沖縄の美味しさを提案する。

玉   木   製   菓 

代表者　玉  木 　武  光

資本金： － 従業員：　－

ＴＥＬ：098-889-1335 FAX：　－　

製造卸小売業強化へ向けた新商品（asapuru）の開発

内容

同じ本部町内で糀を活用した事業展開をしている「もとぶ糀の里みら工房」と連携し、アセローラ×糀のスーパーフー
ドによるコラボ商品で、美容と健康に関心の高い市場へアプローチし、新規顧客獲得に務めると同時に、本部町の地
域活性化にも繋げる。今回の機会に製造卸小売業の強化と売上を伸ばし、家族経営の大切さを残した企業経営化を
目指す。

アイラーティ合同会社

代表者　細田　和良

資本金：1,000千円 従業員：３名

ＴＥＬ：098-851-3946 FAX：050-3158-9525

陶芸"ヤチムン"の出張型ロクロ体験サービスの開始

内容
新役務「ヤチムンの出張型ロクロ体験サービス」を、沖縄県に観光で訪れるアッパーマス層以上をメインターゲット
に、県内の高級宿泊施設と連携することで、宿泊客へ本サービスを提供する。
将来的には、企業の新人研修等で、コミニュケーションアイテムとしての販売も目指す。

農業生産法人
株式会社アセローラフレッシュ

代表者　並里 康次郎

資本金：24,000千円 従業員： －　名

ＴＥＬ：0980-47-2505 FAX：0980-47-2043

海底から隆起した肥沃な土壌で開発されるペット用くちゃシャンプーの販路開拓事業

内容 －

エドメ陶房

代表者　川上　真悟

資本金：　　ー 従業員：　－

ＴＥＬ：　　－　　　 FAX：　　－　

有限会社 海屋

代表者　新屋 宗雅

資本金：　－ 従業員：　－

ＴＥＬ/FAX：098-978-9071
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うるま市字川崎468番地　いちゅい具志川じんぶん館１F

情報処理・提供サービス

iscecj.co.jp

テーマ

那覇市久茂地3丁目16番8号

産業廃棄物処理業

http://www.oki-clean.jp/

テーマ

中頭郡読谷村字渡具知437-1

外衣・シャツ製造業

https://www.habubox.com/

テーマ

中頭郡北谷町字北前262番地6
ブランドール101

染色整理業

blancjuju.jp

テーマ

南大東村字在所294

旅館業

テーマ アクティビティの開発及び新宿泊プラン販売による売上拡大

内容

南大東村の自然を生かしたアクティビティを開発し、新たに設置するコンテナハウスを活用した宿泊施設とのパック販
売を行う事で、本村における新たな観光需要を発掘し売上の拡大を図る。
また、部屋数を増加させることでハイシーズンに発生する機会損失を解消し、収益の取りこぼしを防ぐ事で経営基盤
の強化を目指す。

舞踊家向け琉球舞踊プリント衣装の開発

内容
紅型関連の業務に通算17年従事し、紅型の技法を守りながら手染めした布を基にデザインをデータ化し、オリジナル
柄のプリントを施した商品を生み出してきた強みを生かし、琉球舞踊のプリント衣装を開発・提供する。

月桃ムーンピーチ

代表者　知念　竜児

資本金：　　ー 従業員：33名

ＴＥＬ/FAX：09802-2-2017

製造体制強化による観光客依存型ビジネスモデルからの脱却

内容 －

ブランジュジュ

代表者　吉水　壽美

資本金：　－ 従業員：２名

ＴＥＬ/FAX：098-926-1930

再資源固化施設を用いた、流動化処理土の製造・活用

内容

現状、産業廃棄物となっている木質系バイオマス発電所から発生する燃え殻（FA灰、BA灰）及び廃レンガくずは、主
にセメント原料、もしくは、埋め立て処分されている。今回、再資源固化施設を導入し、これまで処理が困難であった
燃え殻及び廃レンガ等の再資源固化処理を行うことで、製造工場の少ない流動化処理土（転圧のいらない埋め戻し
材）の再生路盤材が製造可能となる。

株式会社プロジェクト・コア

代表者　名嘉 睦稔

資本金：10,000千円 従業員：83名

ＴＥＬ：098-957-1772 FAX：098-957-1765

国の制度としての電話リレー対応、ライブ字幕のAIハイブリッド化

内容

①2021年4月から国の制度として実施される聴覚障害者向けの電話リレーを24時間体制、緊急通話対応を含め、提
供事業者として実現する。法制化で先送りとなった字幕電話サービスを弊社独自に展開していく。

②遠隔情報サービス（e-ミミ）のハイブリッド化と適用エリアの拡大およびビジネス獲得。

有限会社沖縄クリーン工業

代表者　前田　裕樹

資本金：10,000千円 従業員： 60名

ＴＥＬ：098-951-0370 FAX：098-951-0371

株式会社アイセック・ジャパン

代表者　一瀬　宗也

39,900千円 従業員：36名

ＴＥＬ：098-972-6888 FAX：098-987-5627
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中頭郡読谷村字喜名３９０番地　
コーポすず風１F

そば・うどん店

https://senoriodeiha.wixsite.com/mainichi-shokudo

テーマ

中頭郡中城村字泊533番地2

冷凍食品卸業

t-kanko@mco.ne.jp

テーマ

那覇市久茂地一丁目１番１号
パレットくもじ９F

情報サービス業

テーマ

うるま市字江洲289番地1

印刷業

テーマ 新たな設備導入に伴う生産性の向上と特殊印刷サービスの展開事業

内容 　－

AI機能を備えた革新的CMSの開発

内容 　－

赤道印刷 有限会社

代表者　島袋　理

資本金：5,000千円 従業員：７名

ＴＥＬ：098-973-3383 FAX：098-973-0878

かき氷専門店の開店による販路開拓

内容
①既存事業の冷凍商品製造の知見を活用して一般消費者向けに店舗を開設し、かき氷を販売する。また、実演販売
ノウハウを生かし、ご当地キャラクター護佐丸の人形焼きの販売を行う。
②飲食店向けに業務用味付け氷を販売する。

株式会社オーツーアイアジア

代表者　宮城　良浩

資本金：　－ 従業員：－　

ＴＥＬ/FAX：　－

持ち帰り冷凍商品の提供開始による売上・利益の向上

内容
長年沖縄そばの製造に従事し、熟知している強みを生かし、そばで用いるだしを使って製造したたきざみ軟骨、じゅう
しーの素を冷凍状態で提供する。ご自宅で食したいとのニーズの高まりに対応した商品であり、店の味をご自宅で簡
単に再現することができる。店頭販売の他、卸売を行い、事業の維持、雇用の維持に努める。

月観光産業株式会社

代表者　渡口　大作

資本金：10,000千円 従業員：５名

ＴＥＬ：098-895-5595 FAX：098-895-5768

まいにち食堂

代表者　伊波　和晃

資本金：　　－ 従業員： ２名

ＴＥＬ：098-958-7250


