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大規模賃金引上枠

飲食料品小売業

地域の生産者と連携したマルシェに新分野展開して事業再構築します！
現在:洋菓子店

新事業:市場型店舗 マルシェ

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

新鮮な地域特産品

つくばブランド商品の開発・デモ販売

フードロス削減

仕入とも連動する
画像認識AIレジ

設立
従業員数
認定支援機関

洋菓子店から地域の特産品を
販売するマルシェ事業に進出

最先端技術を活用して高収益
かつ人と環境に優しい店舗に

●当社は、つくば市内に3店舗を展開する洋
菓子店です。創業以来27年間、地域の新鮮
な生産物を中心とする厳選素材を使ったケー
キや生菓子・焼菓子等の商品を開発・提供し
続け、各種SNSのフォロワー合計が3万人を超
えるなど、多くの方からご支持を頂いています。
●しかし、一昨年来のコロナ禍で、祝い事や外
出自粛等の影響を受けて、贈答品・嗜好品で
ある洋菓子の需要が激減。行列ができていた
店舗は閑散とし、経営は大きな打撃を受けま
した。同時に素材を提供いただいている生産者
も出荷量が減少し、苦境に立たされました。

●地域の生産者と連携して新鮮な果物や生
花・特産品を仕入れ、専門店が出店しているよ
うな売場を構築します。素材を生かした当社の
洋菓子に加え、使い切れなかった食材も商品化。
プロジェクターで商品の製造工程を流し、産地を
実際に訪問しているかのような演出等を行い、食
の楽しさと地域の魅力を体験できる場にします。
●画像認識で素早い会計ができるAIレジを導
入、サイトでの商品予約とも連動させて待ち時
間を削減するなど、少ない接触での買い物を可
能にします。他にも、フードロスを生まない仕入を
実現する情報分析など、先端技術を活用して、
人と環境に優しく、安心して来店でき、かつ収益
率の高い店舗にします。

●しかし、この状況を再構築のチャンスと捉え、
当社の強みである商品開発力と発信力を生か
し、生産者と消費者が直接交流・販売できる
マルシェ(フランスの"朝市")事業に進出する決
断をしました。

●補助事業で店舗建設のための投資を行い、
補助事業終了後5年目で新規事業の売上比
率18.6%を計画しています。

有限会社コート・ダジュール
茨城県つくば市
飲食料品小売業
ケーキ、生菓子、焼菓子等を製
造・販売する洋菓子店の経営
1991年
102人
株式会社筑波銀行

つくばブランドの発信拠点として
地域の皆さんと共に歩み続ける
●マルシェが「つくばブランド」の世界への発信拠
点になることを目指して、筑波大学や生産者との
産学連携でおいしく安心安全な6次化商品を開
発中です。これを通じて、コロナで悪化した生産
者の経営改善にも貢献しながら、日本のスイーツ
界を牽引していきます。

●先端技術の活用やフードロスの削減といった高
収益化により経営を安定させて、確実な雇用と
賃金引き上げを実現し、喜んで働ける、また次世
代を育て続けられる企業でありたいと考えて、理
念に合致する大規模賃金引上枠で申請しました。
●育ててくれたお客様や力添えをしてくださる方々
に恩返しをするために、どんなことがあっても前を向
いて挑戦し続け、地域の住民や生産者の皆さん
と一緒に歩んでいきます。
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特別枠 新分野展開

製造業

超小型衛星の運用システムを開発して事業再構築します！
秒速8km/高度400kmで移動する機体を
センサーで制御して撮りたい画像を撮影・送信

様々な分野へ活用

ニーズと
可能性の
探求

技術の
活用
超精密加工 宇宙用光学

惑星探査車両

地上の観測

市場の創出(例)

農業の管理

観光サービス

超小型衛星

高度な技術と知見を活かして
超小型衛星を商用化
●当社は、自動車部品や大型衛星等の精密
部品の設計・試作開発、また同時5軸切削加
工などの超精密加工を請け負っています。超
精密・高精度の加工技術を追求し続け、品質
を保証するための各種認証も取得しています。
●また、日本航空宇宙工業会(SJAC)のワー
キング委員会として人工衛星に関する国際標
準づくりに関わったり、惑星探査用車両を開発
・発表するなど、人工衛星のニーズと可能性を
探求しながら必要な技術を磨いてきました。

秒速8kmで移動する機体を制御
して撮りたい画像を撮影

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

原田精機株式会社
静岡県浜松市
情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
自動車部品/大型衛星等の精
密部品の設計、試作開発
1970年
23人
浜松磐田信用金庫

新たな市場の創出と、SDGs等
様々な分野の課題解決に貢献

●最小10cm×10cm×30cmの超小型衛星 ●宇宙ステーションの追尾・人工流れ星に代表さ
とその運用・管制システムを開発して、衛星の販 れるエンターテイメント等の「人工衛星で遊ぶ」機
売と利用サービスの提供を行います。先端的な
会から、様々な要望が生まれて需要が広がります。
デジタル技術である、当社独自の光学センサーと 超小型衛星システムを早く安く開発することで、そ
データ通信を通じた遠隔操作によって、秒速
の機会をつくりやすくして、新たな活用法や市場の
8kmで高度400kmを移動する機体を制御して、 創出を推進します。
撮りたい画像のターゲットポイントを撮影し、地上 ●また、大気や地表の状況を広く短時間に観測
に送信します。
してデータをタイムリーに供給することでSDGsの目

●産学官の連携により、商用化に向けたニーズ 標達成に貢献すると共に、他のデータとの組み合
の調査・企画立案・対応技術の開発に取り組み、 わせによって安全保障や防災、インフラ維持管理、
設計・製造から利用サービスを含めた超小型衛 農林水産業、自動運転など様々な分野の課題
●一昨年来のコロナの影響で、自動車・大型
星システムインテグレータとしての地位を確立しま 解決に役立ちたいと考えています。
衛星ともプロジェクトの中止等により機構部品
す。
●さらに、地元の学生向けに宇宙から地球を観
の需要が落ち込み、売上は大きく減少しました。
測する体験教室を開催したり、受信器製造等の
●補助事業でシステム開発・通信設備等への
この状況を受け、当社の持つ技術と知見を活
投資を行い、補助事業終了後5年目で新規事 需要を喚起したりするなど、地域への波及効果が
かして超小型衛星システムを開発・商用化す
ある事業にしていきます。
業の売上比率10%を計画しています。
る事業に進出する決断をしました。
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卒業枠 新分野展開

広告業

広告配信が可能なスマート自動販売機を開発して事業再構築します！
ユーザー

人流計測

スマート自動販売機「AIICO」
広告ディスプレイ

施設・店舗
広告

通信モジュール「AIBeacon」内蔵

買い物

広告配信

観光

株式会社アドインテ
京都府京都市
広告業
(学術研究,専門・技術サービス業)

事業概要

データ

手数料
商品・試供品

事業者名
所在地
主な業種

PR・集客
情報分析
収益アップ

設立
従業員数
認定支援機関

オンラインマーケティング
流通小売DX支援
2009年
93人
京都信用金庫

非対面販売と集客機能を
併せ持つスマート自販機を開発

「PR・集客・収益」の新たな機会
を小売店や商業施設等に提供

DXを通じてポストコロナの
ビジネスモデルを社会に実装

●当社は、モバイル端末向けのデジタルマーケ
ティング会社です。特許取得済の通信モジュー
ル「AIBeacon」が受信するスマートフォンの電
波信号からユーザーの位置情報や移動履歴を
分析し、来店者の行動予測に基づく広告配
信や販売促進サービスを提供しています。

●「AIBeacon」と広告ディスプレイを搭載した、
非接触での商品販売と集客・宣伝、人流計測
等ができるスマート自販機「AIICO」を開発し、
全国の小売店や商業施設等に設置します。
ユーザーのスマートフォンへの通知やPR広告の配
信により商品の販売を促進し、さらに他社のPR
広告配信により受領した広告料収入を自販機
設置場所のオーナーに手数料として還元すること
で、PR・集客・収益という３つの新たな機会を提
供します。

●地方の観光商材を自販機で販売し、同時に
観光PR動画を配信することで、売上の向上のみ
ならず、コロナ終息後の訪問を促し、地域の活性
化につなげることができます。スマート自販機が観
光拠点となるこの事業は、コロナによってダメージ
を受けた観光産業をデジタルトランスフォーメーショ
ン(DX)を通じて復旧し、持続的に発展させるとい
う「ポストコロナ」のビジネスモデルを社会に実装す
る取り組みだと考えています。

●しかし、コロナ禍による外出自粛の影響で、
スマートフォンの位置情報を活用した広告配信
やデータ取得の機会が減少し、また顧客企業
の収益悪化に伴う広告費の削減により、業績
は甚大な影響を受けました。
●一方で、取得データから、人々が生活必需
品を買うために密を避けながらもお店に行ってい
ることに着目し、当社の持つ技術を活用した非
対面販売と集客機能を併せ持つスマート自動
販売機を開発する決断をしました。

●本事業を通じて、これまで採用した人材の活
●自販機の内部機器は市場での入手が困難
躍の場を確保すると共に、新たな人員を採用し、
なため自社で製造し、本体の製造と保守・運用、 ベンチャー企業から中堅・大企業へと成長すること
故障への対応は外部への委託を予定しています。 を目指します。当社の人材とデジタル資産を活用
●補助事業で自販機製造への投資を行い、補 することで収益を上げ、国や社会に補助金以上
の貢献・恩返しをし、他のベンチャー企業の目標
助事業終了後5年目で新規事業の売上比率
となるような存在を目指します。
17.1%を計画しています。
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特別枠 新分野展開

旅行業

オンラインを活用した交流観光に新分野展開して事業再構築します！
当社の企画力と、コロナ禍で培った
オンラインツアーのノウハウ

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

伝統ある有名な富山の祭り

設立
従業員数
認定支援機関 株式会社ジエック経営コンサルタント

城端むぎや祭り
高岡御車山祭
越中八尾
おわら風の旅

たてもん
祭り

有限会社西部トラベル
富山県富山市
旅行業
団体旅行を中心としたオリジナル
国内ツアーの企画販売
1991年
4人

こきりこ祭り
新湊曳山まつり

地域の祭りをテーマにした
オンラインツアーを事業化

最新技術と双方向の交流で
臨場感ある観光体験を提供

地域の活性化と伝統文化の継承、
世の中の課題解決にも貢献

●当社は、オリジナル国内ツアーの企画販売を
得意とする旅行会社です。他社にはない独自
の企画を提供し続けることで、企業を中心に多
数のリピートを頂いてきました。

●まずは全国的にも知名度の高い「越中八尾お
わら風の盆」(動員数30万人)を手始めに、地
域の祭りオンラインツアーをシリーズ化します。4K
対応カメラ・VR等の最新デジタル技術を活用し
た臨場感ある映像と、地域の人たちと双方向に
交流する機会を提供することで、お客様が地域
の魅力を体験できるツアーにします。

●祭りが中止となって苦悩を抱える関係者を巻き
込んで、室内の舞台で踊りを再現し、地域の街
歩き等とあわせて配信した映像が非常に好評で、
お祭りや地域に関心のある方が多くいることを認
識しました。この事業を通じて、実際に現地を訪
れてみたいと思う人を増やして、当社の業績回復
はもとより、地域経済の活性化、そして観光資源
や伝統文化を守り支えることに貢献していきます。

●しかし、コロナの影響を受けて売上の9割を
占める団体旅行がほぼなくなり、経営が危機
的な状況に陥りました。生き残る方法を探るべ
く試験的にオンラインツアーを実施してみたところ、 ●県や地元観光協会、祭り保存会ほか地域の
参加者の反応は良く、社内にもノウハウが蓄積 関係者と連携して、祭りや伝統文化、歴史、街
されてきました。
並み、特産品といった、様々な観光資源を生か
した企画にしていきます。
●県内には有名な歴史ある祭りが多くあります
が、いずれも2年連続で中止となり、観光客が
●補助事業で映像配信機器等への投資を行
減少すると共に、年1回の披露機会が失われ
ることで技能の継承も危ぶまれています。そこで、 い、補助事業終了後5年目で新規事業の売上
比率30%を計画しています。
地域の祭りをテーマにしたオンラインツアーを事
業化する決断をしました。

●また、ケガや病気、体力の低下、障害等の事
情で外出や旅行ができない方々に、富山の景色
を見てもらうことで心を落ち着かせるきっかけを提
供するなど、世の中の課題解決に役立つことがで
きるのではないかと思っています。

