一般社団法人 調布アイランド
代表理事の丸田さん

事例

１

～「調布に海を」定期直行便で新鮮な島食材を提供～

調布飛行場という地域資源を活用し、離島食材のリードタイム
短縮を実現し、調布市と伊豆諸島に朝採れの野菜と新鮮な魚を
扱う商流を創り出した。「調布に海を」をスローガンに掲げ、地域
の魅力向上に取り組んでいる。

調布に行けば伊豆諸島が味わえる
一般社団法人調布アイランド（以下「調布アイランド」）は、一時
間もかからない調布飛行場と伊豆諸島間の定期直行便に価値 ムロアジは足が早いため、くさやに加工して流
を見いだして明日葉や島らっきょうなどの朝採れ島野菜や定置 通するのが一般的。現地に赴かなくても刺身
網であがった鮮魚をその日のうちに飲食店などに卸す商流を創 で味わえるのが空輸の利点。
り出した。以前の船便から比べて格段に輸送時間の短縮が図ら
れたことで、新鮮なままおいしく食べられるだけでなく、足が早く
て加工品にしなければ流通経路に乗せられなかった青ムロアジ
などの青魚も刺身やたたき丼の提供が可能になった。他にも今
まで味が良くても規格に収まらず茎を捨てていた大振り明日葉
が店舗に直接卸せることで流通に乗るようになった。売り先は調
布市内の飲食店などに限られており、「調布に行けば伊豆諸島
の旬食材を味わえる」という地域の魅力向上にもつながっている。

調布アイランドの誕生まで
代表の丸田さんは、大手旅行代理店を定年退職後、2011年に
コミュニティビジネス支援をしている調布アットホームの石原さん
と知り合い、調布と伊豆諸島を活性化する事業アイデアについて
意見を出し合った。これがきっかけで調布アイランドプロジェクト
が立ち上がり、市場調査と人脈形成と事業計画を固めていった。
しかし、いざ島の漁協と話をすると既存の商流の仕組み（対応で
きるのは船便のみ、漁協の売り先は東京漁連のみに限定、朝獲
れ魚の販売は無理、魚種毎10キロ単位の取引のみ）と新事業が
共存できないことがわかり、愕然とした。なんとか漁協が島の民
宿や加工所向けにやっている定置網漁のルートの情報をつかみ、
旅行会社時代の知人からの紹介で販路拡大に悩む島の農業者
とも関係ができたことも含め、不安定ながらも仕入れ先を確保す
大島の明日葉。新鮮ならば茎もおい
しく食べることができる。
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↓取引先を紹介する「調布アイランド加盟店マップ」。店舗
や伊豆諸島の食材情報を掲載している。

↑伊豆諸島の島野菜の数々。こだわりのある青果店にも卸され
ている。

Point
ポイント

ることに成功した。
その後事業を開始し、2012年に一般社団法人を設立。活動が
メディアに取り上げられるようになっていった。

コミュニティビジネスの特徴を活かして
利益重視の企業ビジネスでは、安定供給できる体制が取引先
確保に重視されるが、諸々の理由（空輸できる量・便数、定置網
中心の漁獲量、季節要因、品目不足）から商品供給能力には限
界がある。しかし、地域を活性化したいというコミュニティビジネ
スの視点に立てば、飲食店や島の人々に受け入れられやすい。
また。調布市内に売り先を限定することは地域内ブランドの創造
につながり、価格競争に巻き込まれにくいという強みも生まれる。
実際に空輸のコストが商品の価格に含まれるため割高ではある
が、商品の評判は上々で、はじめはもの珍しさも手伝って買って
くれた取引先も、“お客さんからリクエストされる”として商品とし
ての価値が認められるようになってきた。
今後は更に取扱品目と販売先を増やし、地域と島が共に活性
化をすることを狙っていく。

地域を良くしたいという理念
単なるビジネスではなく、「調布と
島を共に活性化する」という付加価
値がつくことにより、島の生産者や
関わる人から理解・協力を得ること
ができた。

持続可能な事業モデル
「調布と伊豆諸島の活性化」を理
念とした一般社団法人を設立し、
事業対象地域を限定。取扱量が
不安定でも利益が確保できる事業
モデルをとっている。

事業のPR
HPやソーシャルメディア等での
発信を通じて取引先の飲食店を
「伊豆諸島の旬な島食材が味わえ
る店」とPR。売上向上に向けた支
援と食材のブランド化を図っている。

●一般社団法人調布アイランド
●代表理事：丸田 孝明
●設立：2012年
●東京都調布市調布ヶ丘1-18-76314
● TEL：042-484-7375
FAX：042-633-0265
● URL：http://chofusland.or.jp/info/
●事業内容 島（新島、神津島、
大島、利島）の海産物、野菜等
の仕入れ、販売
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株式会社 アクティブモコ
株式会社アクティブモコ
スタッフ“チームMOCO”
の皆さん

事例

２

～商店街発の送迎・宅配事業で地域課題をビジネスチャンスに～

地域の商店街は、地域住民の高齢化による来街者数の減少
や郊外型商業施設との競争激化などで厳しい状況にある。御殿
場市の森の腰商店街のスタンプ事業から生まれた株式会社アク
ティブモコ（以下「アクティブモコ」）は商店街のポイントカード事業
からランニングコストを得る仕組みで無料送迎・宅配事業を行い、
「お客様を喜ばせたい」という商人の気概をもって商店街の活性
化と買い物弱者の支援に取り組んでいる。

地域の生活を守り、商店街の売上増加
につなげる

サービスを提供する車輌。送迎は足腰が弱い
人でも乗り降りしやすい車種を選んで購入し
ている。

御殿場駅から500ｍ程離れた旧国道246号線沿いにある森の
腰商店街は御殿場駅開業後に形成された約300ｍの商店街で
あり、現在82店舗が加盟している。アクティブモコは商店街組織
の青年部が出資して1991年に出来た法人であり、協同組合森の
腰商栄会及び御殿場まちづくり株式会社と連携し、３社の特性を
活かして商店街活性化に取り組んでいる。アクティブモコは、選
任ドライバー３名で“モコ宅配便 はい・ニコ・ぽん”という加盟店
舗商品の宅配サービスや買い物困難者を自宅等から森の腰商
店街への送迎サービスを無料で提供している。宅配事業の利用
者は70代以上が５割を占め、求めがあれば弁当ひとつから個人
宅の玄関まで届け、灯油の配達や地域の民生委員と連携した見
守りなど、でき得る範囲で地域住民の生活を守っている。
アクティブモコの事務所がある共同店舗型
また、商品を提供する商店街の加盟店舗にとっても新たな人件 ショッピングセンター「エピ・スクエア」。御殿場
費や設備投資を負担せずに新規顧客の開拓や売上向上、郊外 まちづくり株式会社が施設運営を行っている。
大手商業施設との差別化が図れる恩恵がある。

地域のお客様からの高い評価

2011年４月からはじまったこのサービスは当初の一月あたり
利用者数約50名から2013年7月では950名超に増加している。こ
れは主に口コミによるもので地域住民からの高い評価が伺える。

配達商品集荷の様子

3

コミュニティビジネス 事例集2014

日常のドライバーとサービス利用者とのやりとりから顔馴染みに
なり、移動中で身の上話を聞くことも増えた。「商品を手にとって
買い物を楽しむことが出来た」「送り迎えしてくれてありがとう」と
喜びの声を聞くこともドライバーのやりがいにつながっている。

今後の課題と展望
現在宅配・送迎事業の運営費はアクティブモコが担当する「モ
コチップ」と呼ばれる森の腰商店街のポイントカード事業の収益
から賄っていて、商店街加盟店舗の売上がアクティブモコの収
支に直結している。しかし、商店街をとりまく経営環境は厳しいた
め、今後は新たにアクティブモコの有料会員の仕組みを新設し、
対象者向けの新サービスの開発やドライバーのヘルパー資格
取得を通じた質の向上を図ることで収益体質の強化を図ってい
くことを考えている。

送迎サービスの様子。荷物はドライ
バーが玄関まで運んでくれる。

Point
ポイント

地域課題解決を図って商店街
青年部が立ち上げ
日常の買い物に困っている人の
ために商店街組織の青年部が出資
して事業を立ち上げ。生活支援サー
ビスを提供すると共に、商店街全体
の売上確保に貢献。

助成金に依存しない持続可
能な仕組みづくり
商店街のポイントカード事業の収
益から無料送迎・宅配サービスの
運営費を捻出する持続可能な事
業モデルを構築。

玄関までのサービスだから
できること
地域の民生委員や自治体と連携
した高齢者の見守りを行い、地域
の安心・安全の一翼を担っている。

●株式会社 アクティブモコ
●設立：1991年
●代表取締役：永井 誠一
●住所：静岡県御殿場市川島田532－1
● TEL：0550-70-0807 FAX：0550-82-7787
● URL：http://www.siz-sba.or.jp/moco/moco/
●事業内容：森の腰商店街ポイントカード事業運営、商品配送、送迎サービス、イベント開催等
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株式会社 シブヤコーポレーション
事例

取締役社長の澁谷さん

３

とくしまる

～移動スーパー「篤志丸」で地域のくらしを守る～

地域では少子高齢化に起因する市場縮小及び競争激化によ
り企業が撤退し、日常の買物にも苦労する“買い物弱者”が増加
している。各地で移動販売やコミュニティバスなどの課題解決を
図る企業もあるが、採算が合わず自治体の助成金に依存する事
例も少なくない。株式会社シブヤコーポレーション（以下「シブヤ
コーポレーション」）は、自ら移動販売事業に乗り出し、黒字が確
保できる持続可能な事業モデル確立。そのノウハウを全国各地
に移植して課題解決を行っている。

売り手よし買い手よし世間よし
の事業モデル

シブヤコーポレーション店舗兼工場の外観

シブヤコーポレーションは元々手がけている自動車販売、移
動販売車の架装・販売の他に、自らも移動販売事業も行ってい
る。移動スーパー「篤志丸（以下「とくし丸」）は軽トラックの荷台に
可動式の陳列棚と市販の冷蔵ショーケースを設置したもので、
地元スーパーや商店から仕入れた食品・日用品など約400品目
の商品を積み、個人宅や病院、老人ホームなどを含む１日50軒
以上の販売ルートを回る。この事業で特徴的なのは、一軒一軒
個人宅の軒先まで訪問販売することと、事業主体を「販売パート
ナー（販売実施者）」「商品供給・管理（スーパー等）」「事務局（シ
ブヤコーポレーション）」に分割することにより、事業リスクを分散
しつつ利益をそれぞれ得る事業スキームである。シブヤコーポ 移動販売車とくし丸。軒先まで訪問するため、
悪天候にも売上は影響されにくい。
レーションは、製作した移動販売車を販売パートナーにリースす
るほか、買い物困難地域の個人宅およそ1,000軒を複数回伺い、
ニーズ調査・巡回ルート設定・見直し、人材育成まで行う。地元
スーパーは商品の供給・管理を行い、売れ残ったものは買い取
るが、とくし丸と連携することで人件費や設備費を負担せずに売
上げが６～７％増加した。この数値は事業対象地域の潜在的買
い物困難者の統計７～10％と近い数値を示している。販売パー
トナーは、新規販売ルートが策定された後に募集がかけられ、採
用者は一旦シブヤコーポレーションの社員となり研修・移動販売
を行い、軌道に乗れば独立への支援を受けることができる。独立
後は売上の一部が収入になり、諸経費を引いても一定の利益を
得られ、移動販売車もシブヤコーポレーションからリース契約で
きるので初期費用の負担も軽減されるため、起業のハードルは
高くない。
陳列方法を工夫し、品数を確保。売上を向上
させるために商品の見せ方にも気をつける。
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事業立ち上げのきっかけ
シブヤコーポレーションが自ら移動販売事業に乗り出したきっ
かけは、買物に行けず困っている人がいることを聞いたことと、
自社の移動販売車を購入した事業者が利益を上げられず稼働
を止めてしまったことをものづくりに関わる人間として寂しいと感
じたこと。事業開始に先立って個人宅を訪問してニーズ調査をし
てみると家から数十メートルも出歩けない人達が多いのかと驚
き、「玄関まで伺わなければ事業をやる意味がない」との考えに
至った。こうして個人宅を巡回する現在のビジネスモデルが形成
されていった。
個人宅の訪問当初は不審に思われ相手にもされないことも多
いが、重ねて伺ううちに「来るのを待っていた」「あそこの家も買
物に困っているから行ってみなさい」と信頼されていく。商品構成
や陳列を変えると「これ欲しかったのよ」「雰囲気が変わったね」
と言われ売上に反映されていくこともやりがいにつながっている。
販売パートナーの一人は「歩けなくても一人の消費者。喜ばれる
にはどうしたらいいかを日頃から考えています」と言う。

自らのノウハウを各地に移植
移動販売事業の立ち上げには、複数の行政機関に許可申請
する必要がある。特に食品衛生法に基づく営業許可は都道府県
知事の権限であるため、施設基準も都道府県毎に異なる。また、
設置する手洗いシンクの数や大きさなど、細部の要件が明確に
数値化されていない場合には個別に自治体担当者の判断を仰
ぐ必要があるなど、事業を始める際の手続きが煩雑である。同
社には全国から数多くの視察・相談があるが、相談に対して車
輌の販売だけはなく、現地に入ってスタートアップの移動販売の
ノウハウを移転し、ニーズ調査やルート作成、営業許可の取得
まで、事業の立ち上げに係るあらゆる事務をワンストップで支援
している。2013年現在、移動販売車を32都道府県に納入し、こ
のうち関東地域を含む18道府県に移動販売事業のノウハウ移
転を行っている。代表の澁谷さんは「今後買い物困難者は山間
部にとどまらず都市にも増えていく。取組を全国に広げていきた
い」と考えている。今後もシブヤコーポレーションは、蓄積したノ
ウハウを活かして各地の買い物困難地域におけるスムーズな移
動販売事業のスタートアップを支援し、持続可能な課題解決を
図っていく。

介護施設での販売の様子

Point
ポイント

持続可能な移動販売の事業モ
デルを確立
事業主体を分割し、各自に利点を
持たせることで持続可能な移動販売
モデルができた。寄せられる要望に
応じて各地にノウハウを移転してい
る。

地域への波及効果
澁谷さんは事業実施により、買
い物弱者の解消・地域商業の活性
化・雇用の創出などの地域貢献を
図っている。

お客さんが協力者に
信頼されると「あそこの家も買い
物に困っている」と紹介してもらえ
る。要望にあわせて巡回ルートを
こまめに変更している。

●株式会社シブヤコーポレーション
●取締役社長：澁谷 武彦
●設立年：1985年
●石川県金沢市入江1-17
（移動スーパー篤志丸）
石川県小松市白江町ハ1-4
● TEL：076-291-3339
FAX：076-291-6091
● URL：http://ido-anbaisya.com/
●事業内容：自動車販売・整備、移
動販売事業、移動販売車の架
装・製作、移動販売事業コンサ
ルタント
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