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名目GDP約７割を占める我が国のサービス産業は、関東局管内においても付加価値額約７割・従業
員数約８割を占め、経済・雇用を支える重要な存在です。しかしながら、地域のサービス産業は、人
口減少、少子高齢化等の地域の構造的な課題に直面しているとともに、「生産と消費の同時性」「市
場の地理的制約」等の特徴から生産性が低いなどの業種特有の課題や新型コロナウイルス感染症（以
下、「新型コロナ」という。）の感染拡大による事業継続等の課題を抱えています。

背景・概要

上記を踏まえ、サービス系企業の稼ぐ力の向上に向けて、有識者で構成
される研究会を立ち上げ、「地域のサービス系企業の労働生産性向上に
向けた取組のポイント」を取りまとめた報告書を公表しました。

〇｢地域を支えるサービス系企業の稼ぐ力の向上研究会｣報告書
詳細は以下当局WEBページにて公開中（令和４年５月３１日公表）
https://www.kanto.meti.go.jp/press/20220531_ryutsu_press.html

コンタクトインフォメーション：関東経産局 産業部 流通・サービス産業課 課長 今野、担当 矢吹・鈴木

このような中、地域サービス系企業（※）が成長していくためには、デジタル化の進展等事業環境の変
化をチャンスと捉え、地域の構造的な課題やサービス産業特有の課題を踏まえた上で、稼ぐ力を向上さ
せることが重要です。特に、人口減少等による担い手、需要の減少の中で、同じ労働投入量で少しでも
多くの付加価値額をつくりだしていく、労働生産性の向上が不可欠です。

※ 地域サービス系企業： 地域の経済、雇用を支えるサービス産業を担う企業
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本冊子及び労働生産性向上における取組のポイントについて

※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費

※労働投入量＝従業員数×労働時間

労働生産性＝

労働投入量

付加価値額

＜労働投入量の最適化＞
①デジタル技術の活用等による業務プロセスの効率化、

モノの稼働率の向上
②人材確保・育成による事業・業務の最適化

次ページ以降にて、分母は 分子は 、

両者に効く場合は こちらのマークにて表示いたします。
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当局の趣旨に賛同していただき、地域のサービス事業者の労働生産性向上をサポートするソリュー
ション企業のサービス一覧を作成しました。本冊子にて各企業のサービス概要、支援ターゲット等
を確認することができます。

ソリューション企業の提供するサービスを労働生産性の計算式の「分子に相当する付加価値額の増
加」に資する支援メニュー・「分母に相当する労働投入量の最適化」に資する支援メニューにわか
りやすく整理して取りまとめる等、地域のサービス事業者の皆様が労働生産性の向上に取り組む
きっかけに繋がるよう工夫を行っています。

【労働生産性向上の取組のポイント】 ＜付加価値額の増加＞
①顧客・市場の（再）設定による新規顧客層への展開、

商圏の拡大
②デジタル技術の活用による既存サービスの高度化・

新サービスの創出
③産学連携、産産連携等による既存サービスの高度

化・新サービスの創出
④ブランディング等差別化による高付加価値化



ソリューション企業
一覧

企業・サービス情報等
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株式会社ORIGRESS PARKS 【レジャパス】

史上初、レジャーのサブスクリプションサービス
「レジャパス！」。遊園地/水族館/動物園/美術館/
温泉/キャンプ場など様々なジャンルのレジャー施
設が、一つのサービスで遊べる。各施設のPR・集客
へ貢献しレジャー・観光業をサポート。サービス概要

コンタクト先

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目15−19
MG目黒駅前ビル
設立：2021年4月
URL： https://origress.com/

分母＆分子

観光産業を含むエンターテイメント市場において、目まぐるしく変化する「トレンド」を追うことよ
りも正しい進化を目指し、各地域や各施設の共闘を促すサービスを提供。
また、アニメとアートをコラボさせた展示会、イベントも企画、運営している。

イメージ図など

支援ターゲット

導入イメージ

・集客を強化したいレジャー・エンタメ施設

・比較的空いてしまう時間帯や入場数が少ない閑散

期に集客を行いたい施設

・ライト層(興味はあるが行くタイミングを探っい

る未開拓顧客)へのPR・集客を行いたい施設

・観光業を盛り上げる新しい一手をお探しの自治体

・今まで行ったことのない・関⼼度合いが低かった施

設にも行く可能性が生まれ、新しいエンタメの開拓

をお手伝いします。

・各自治体、施設のご状況に合わせて最適な実施方

法やスケジュールにて柔軟に対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください！

レジャー産業の盛り上がりで観光業を盛り上げる！

file://m7pffs99007v/00関東局産業部流通・サービス産業課00/01 総括/★サービス産業生産性向上/★柱①支援基盤の構築/ポータルサイト/ソリューション企業　掲載資料/レジャパス
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株式会社ロカオプ 【ロカオププラットフォーム】

集客の為に≪身の丈にあったDX支援をする≫をメ
インにGoogleプレミアパートナーとして各種サービ
スをご提案し提供しております。

地域に密着して店舗来店型ビジネスを展開する企業
様を主に、知見のあるスタッフが寄り添いWebと連
動し、集客（露出数アップ×コンバージョン率の向
上＝生産性の向上）をサポートするサービスです。

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿5階
設立：2011年10月
URL：https://locaop.co.jp/
サービス紹介動画：
https://youtu.be/wGMv4zR29IM

分母＆分子

～中小企業のDXを支援する～ ローカルビジネスを成功させる為のローカルエリアマーケティング
ロカオププラットフォームの提供。大手企業や一部の限られた企業だけではなく、中小企業と地域企
業のデジタル活用を支援、また同業界においても競合ではなく協業することでより大きなことが実現
できると信じています。共創させていただくことで生まれる価値や感動を提供していきます。

支援ターゲット

導入イメージ

✓ WEBを活用した集客をしたいが、何から始めて良い
かわからない

✓ 更に新規集客を増やしたい

✓ 口コミ対策をしたい

✓ リピート客を増やしたいなどの課題を感じている方

店舗様の声を反映し、独自開発ツール機能と連動することで、
よりよい集客のお手伝いをいたします。

【導入頂くことで解決できる課題】
独自ツールを使用しMEO対策に付随した口コミ対策（アン
ケート、SNS連携、予約システム）機能、広告代理、制作、
SEO対策等、お客様にあったサービスをご提供いたします。

★IT導入補助金 支援対象ITツール

https://locaop.co.jp/
https://youtu.be/wGMv4zR29IM
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株式会社クロスビット 【らくしふ】

オペレーションのDXの一助として

“シフト管理”を起点に様々なソリューションを提供

国内の利用実績は15,000拠点(店舗/施設)を超え

200,000ユーザーを突破 ※2022年9月時点
サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都品川区西五反田7-22-17
設立：2016年4月1日
URL：https://rakushifu.jp/?=METI

Smart Life to All Workersをミッションに日本全体の生産性向上を目指して企業向けにソフトウェア
を展開。社内の人的リソース管理最適化、コミュニケーション効率化、入社処理の電子化、採用の効
率化といったソリューションを提供。

支援ターゲット

導入イメージ

【ターゲット業種】
外食/中食, 小売, ホテル, 介護, 工場, アミューズメント施
設, 医療施設, など
flexibleな勤務形態で運営されている事業者様

【解決する課題】
社内の人的リソース不足の解決、社内作業工数の圧縮、
ESの向上、人件費管理の精度の向上

スタッフ様の勤務希望回収から作成までを自動化

周辺のソリューションも提供を拡大しており

数値管理の精度向上、スタッフ様の最適配置、

社内工数の削減

⇒ 売上向上、コスト削減 = 利益改善 への貢献

★IT導入補助金 支援対象ITツール

分母

https://rakushifu.jp/?=METI
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株式会社ユビレジ 【ユビレジ】

【多くの店舗に選ばれるiPad POSレジ】
・ユビレジでは、レジとしての基本的な機能だけで

はなく、売上・利益向上のための機能を数多く用意。
・業種業態・店舗数にあわせた機能も充実。
・店舗経営全般に必要とする機能・サービスと連携可。
・導入前も導入後もしっかりサポート。

サービス概要

コンタクト先

所在地：〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10 PORTAL POINT HARAJUKU 606

設立：2009年
電話番号：03-6866-4078
URL：https://ubiregi.jp/

支援ターゲット

導入イメージ

✓ 操作がたったの10分で覚えられ、新人スタッフからIT
が苦手な方まで誰でも簡単に扱える。

✓ 決済サービスと連携することでキャッシュレスにも対
応。

✓ レジで会計をするだけで集計や分析データを自動作成
できる等、売上向上に必要な機能が豊富。

Ex. POSシステムによる商品分析で売れ筋・死に筋の
把握等

◆業種：飲食・小売・サービス業 等

・1店舗〜チェーン店まで幅広く対応。

・新規開業する店舗はもちろん、既存のPOSレジを入れ

替えにも対応可能。

・専任サポートもあるので、初めてでも安⼼してご利用

いただけます。

「サービス産業のためのデータインフラを整備する」をミッションに掲げ、全国で32,000店以上での
導入実績を持つ、クラウドPOS業界のパイオニア。

★IT導入補助金 支援対象ITツール

分母

https://ubiregi.jp/
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クロスマート株式会社 【クロスオーダー】

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都中央区八重洲1丁目5-20 東京建物八重洲さく
ら通りビル3F
設立：2018年7月設立
電話番号：03-4500-8221
URL：https://xmart.co.jp/

支援ターゲット

導入イメージ

・食品・飲料を扱う「卸売会社」※ジャンルは問いません

・飲食店へ卸している事業者

・FAX、電話などで注文を受けているなど、業務効率化に課題感を

感じている事業者

現在、総合・酒・食肉・水産・青果・製麺・製パン・包装資材など
様々なジャンルの卸売会社様にご導入いただいています。

【〈導入事例〉神奈川県 酒卸A社】

A社と取引のある導入店舗数：800店舗超（飲食店等）、店舗継続利用率：96%

深夜の受注担当の負荷を減らすことと人件費の削減が長年の課題。他社
受発注サービスを使っていたが、取引先飲食店の導入率の低さに悩んで
いた。クロスオーダーはLINEで発注できるため、取引先に導入しても
らいやすく、「発注作業が楽になった」「どこからでも発注できるので
終電を気にしなくなった」など嬉しいお声も。受注データを基幹システ
ムと連携しているので、手入力だった受注作業が既に40%削減。

従来、FAX・電話・留守電対応などアナログで煩雑化していた卸売
会社様の受発注をデジタル化し、業務効率化・間接コストの削減がで
きるサービスです。LINEで取引先とつながるため、効率的な販促活
動で売上UPも見込めます。サービス提供開始から約2年半で200社以
上の卸売会社様に導入いただいています。

＜メリット＞

・取引先の飲食店様は無料で活用できる

・発注方法はLINE、PC、FAXから選べる

・LINEを活用したオンライン販促機能で売上UPも見込める

「新たな価値を生み出す、食のマーケットプレイスをつくる」というビジョンを掲げ、食品流通のDXを推進してい
ます。飲食店様と卸売業者様をつなぐ受発注プラットフォーム「クロスオーダー」は、これまでFAXや電話が主流
だった受発注業務をスマートフォンアプリのLINEを通じて行うことで、業務効率化と販売促進を実現するサービス
です。ウィズコロナで、業務のデジタル化・DXのニーズは高まり、サービス開始から約2年で当月の利用店舗数は
20,000店舗を超え急速に拡大しています。

分母

https://xmart.co.jp/
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株式会社ポケットチェンジ【オリジナル電子マネー発行PF「pokepay」】

◆自社独自発行の電子マネーやポイントを、モバイル決済

手段として活用できるサービス

・ 大きな初期費用は不要
お店側は印刷したQRコード＊を店頭に用意するだけでOK

◆お客様との重要な接点である支払いを自前のシステムに

お客様情報を保有でき、来店促進や単価upに貢献

・ 店名等をマネー名に付けることでブランディングが可能

・ アプリ内通知でお客様とのコミュニケーションも可能

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都港区芝４-３-５ ファースト岡田ビル3F
設立：2015年12月
URL：
（サービスサイト）https://pay.pocket-change.jp/
（会社概要）https://www.pocket-change.jp/ja/about-us/

従来は個別の大規模システム開発が必要だった自社独自の電子マネーを簡単・自由に発行できるプ
ラットフォームサービス（「pokepay（ポケペイ）」）を提供。キャッシュレス化の促進、販促や
顧客エンゲージメント、店舗内業務のDX化を進めたい企業を支援するFinTechスタートアップ企業。

イメージ図など

支援ターゲット

導入イメージ

・個店〜数店舗経営しているサービス業・小売業

・リピーター獲得に課題感を持つ企業

・プリペイドカードや回数券などの紙運用に管理・手間
を抱えている企業

・施設内での支払いをキャッシュレスにしたい施設（コ
ミュニティ）運営者

★IT導入補助金 支援対象ITツール

・お客様がチャージした金額・ポイントが外部に流れず、

会員化・囲い込みが可能。リピーター獲得や単価UPに貢献。

・事前入金（チャージ）によりチャージ額が現金（前受金）で

確保可能。

・現金や紙券などの管理コストを軽減、業務効率化。

・ポイント還元などの顧客メリットを謡った販促キャペー

ンを打つことで売上拡大。

＊QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

分母＆分子

https://pay.pocket-change.jp/
https://www.pocket-change.jp/ja/about-us/
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株式会社陣屋コネクト 【陣屋コネクト】

・予約情報・顧客情報・経営情報を一元管理。手間

のかかっていた業務の「自動化」「迅速化」「効

率化」を実現

・全国450以上の施設で導入サービス概要

コンタクト先

所在地：神奈川県秦野市鶴巻北2-8-24
設立：2012年4月
URL：https://www.jinya-connect.com

分母＆分子

鶴巻温泉の老舗旅館「元湯陣屋」の経営をわずか数年で再建、利益率を大幅に改善し、従業員のサー
ビスレベルを飛躍的に引き上げる原動力となった、クラウド型旅館・ホテル管理システム。

支援ターゲット

導入イメージ

・ホテル・旅館・その他顧客の管理が必要な業種全般

・情報の集約と見える化、データ利活用、業務効率

化、ペーパレス化を実現。

【導入効果イメージ】

・予約：予約・顧客情報をクラウドで一元管理

・接客：複数の端末で全ての情報にアクセス可能

・調理：原価管理でフードロス低減

・清掃・設備管理：効率化と設備自動監視

・経営：経営状況をリアルタイムに把握

旅館経営者自らが開発した旅館・ホテル
管理システム

旅館経営者が自ら開発したシステム！元湯陣屋の旅

館経営ノウハウに加え、全国の旅館施設の現場や経

営者の声に基づいた、実践的な機能を提供します。

最新のIT技術で、きめ細やかな「おもて
なし」を実現

お客様の顧客情報、予約情報、お食事の好み、アレ

ルギーなどの情報を全て一元管理し、スタッフで瞬

時に共有。きめ細かなサービスが可能になります。

無料から利用が可能

クラウドプラットフォームを活用することにより、

大手他社システムと比べてわずかなコストで、経営

のIT化～大幅な業務効率化が可能です。
★IT導入補助金 支援対象ITツール

分母

https://www.jinya-connect.com/
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株式会社陣屋コネクト 【里山コネクト】

サービス概要

コンタクト先

所在地：神奈川県秦野市鶴巻北2-8-24
設立：2012年4月
URL：https://satoyama.jinya-connect.com/

分母＆分子

クラウド型ホテル・旅館管理システムとして全国で450施設を超える実績を持つ陣屋コネクトが新し
く立ち上げた地域共通顧客管理プラットフォーム。
地域全体でデータの利活用を行うDXソリューションを無料から提供。

取り組み事
例

支援ターゲット

導入イメージ

・自治体、DMO、地域の宿泊施設、飲食店、体験

事業者

・地域全体での集客・おもてなしを強化

・地域の事業者同士の連携による販売チャネルの強化

【導入効果イメージ】

・地域全体での効果的な集客

・販売チャネルの拡大

・地域のDX推進・業務効率化

・利用者の予約利便性向上

・地域共通ブッキングエンジン

・クラウドPMS

・マーケティングデータ活用

これらを初期費用・月額固定費無料から提供

詳細な料金体系・利用条件はお問い合わせください

https://satoyama.jinya-connect.com/
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株式会社リクルート 【じゃらんnet遊び・体験予約】

「じゃらんnet 遊び・体験予約」は、登録施設・プラ
ン数が最大級の国内レジャー・アクティビティ予約
サービスです。

ポイントやクーポンなど多彩な販促はもちろん、宿泊
予約カスタマーと連動した販促に強いことも特長。

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都千代田区丸の内1-9-2
設立：1960年設立
※じゃらんnet遊び・体験予約の参画問い合わせは…
URL:
https://www.jalan.net/activity/inquiry/

まだ出会ったことのない情報を、より早く、より近くに届けるために
株式会社リクルートは人と情報をつなぐマッチング＆ソリューションカンパニーです。

イメージ図など

支援ターゲット

導入イメージ

果物・野菜狩り、クラフト・工芸、アウトドア、各
種スポーツ、レジャーなど、その他多数のジャンル
における遊び・体験プログラムをご提供 または
ご提供を予定している事業者様
（※掲載可能ジャンル等は、お問い合わせください）

①国内最大級旅行サイト「じゃらんnet」のパワーで
集客に貢献します！

②無料で手軽にご参画・プラン掲載！
（※体験実績に対してのみ、利用料、ポイント付与料をいただきます。）

③申込→審査→プラン登録で利用開始可能。

予約から受付まで一括管理！

分子

https://www.jalan.net/activity/inquiry/
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（一社）ブランディングデザイン協会 【デザイン経営コンサルティング】

デザイン思考の５つのステップに基づいたコンサ
ルティングやワークショップなどを通じて地域や企
業が持つ「課題の解決」「新たなビジネスモデルの
創出」「デジタル社会への対応」「生産性向上」
「新価値創造」「ブランディング（インナーブラン
ディング、アウターブランディング）」のお手伝い
をしております。

サービス概要

コンタクト先

所在地：〒285-0854 千葉県佐倉市上座 1238-1
設立：令和2年8月24日
URL：https://www.bd-assoc.com/

「Co-design your value 価値をデザインの力で共創する」を理念として、ブランド競争力を持つ
企業・地域の創出に取り組む。地域や中小企業向けに、ブランディング・DXビジネス人材活用・デ
ザイン思考をテーマに、コンサルティングやワークショップ等を行うことで、価値向上を支援する。

支援ターゲット

導入イメージ

下記の課題をお持ちの地方自治体、中小企業・小規
模企業者（業種問わず）

〇デザイン経営を導入したい

〇ブランディングをおこないたい

〇DXビジネス人材を育成したい

〇新商品・新サービスを開発したい

▲リアル会場の様子▲

▲ビジュアルコミュニケーションと
して作図したイラストをオンライン
参加者と共有する様子

▲オンライン参加者はmiro（ホワイ
トボードアプリ）も使用しワーク
ショップをおこなった

【導入事例「長野県麻績村の価値を考えるワークショップ」】

自治体・地域企業・支援機関を対象にデザイン思考を
用いたコンサルティングやワークショップ等を実施。そ
れらの活動を通じて、地域住民や従業員の抱える声を可
視化、共有することでビジョンの形成、経営戦略・パー
パスの策定、ブランディングを行い、企業や地域のブラ
ンド力強化、新たな価値創造といった成果を創出。

分子

https://www.bd-assoc.com/
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otomo株式会社 【プライベートツアーサービス”otomo”】

少人数の旅行者をガイドが専属で案内するプライ
ベートツアーサービス。

全国25都道府県にて1,000名以上のガイドが登録、ツ
アーのラインナップは350種類以上を揃え、インバウ
ンドを中⼼とした個人旅行者の利用実績多数。より
豊かな旅行体験の実現に向かい、地域の魅力的なコ
ンテンツとガイドを様々な形で旅行者にご提案。

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都千代田区外神田6-5-11 MOAビル７階
設 立：2017年4月
U  R  L：https://otomo-inc.com
連絡先：03-3835-9665

分母＆分子

「新たな旅のスタイルの創造を通じて、旅や地域社会を豊かにする」というビジョンのもと、旅行
サービス事業、地域コンサルティング事業、人材支援事業を展開。様々なプロダクトを開発し、観
光・旅行領域でのデジタルトランスフォーメーション（DX）を推し進め、ツアーサービスの品質向上
やオペレーション効率化・高度化を行う。

支援ターゲット

導入イメージ

✓旅行サービス事業で培った知見やノウハウを活か
し、国内各地の自治体や観光協会・DMO、企業
における課題解決を支援。

✓観光コンテンツ開発や地域人材の育成、マーケ
ティング、事業開発など、幅広いニーズに応える
コンサルティングサービスを提供。

◆ガイドツアーは、地域の観光資源や人材を活用し、地域が

持つ独自の魅力を伝え、旅行者の周遊･滞在･交流を促進。

域内観光消費の拡大にも寄与するため、新たな旅行体験の

在り方として注目されている。

◆外国人旅行者の受入れ態勢整備にこれまで課題を感じてい

た自治体等が本サービスを利用し、自らの地域資源を磨き

上げて発信することで、外国人旅行者の誘客に繋げられる。

アフターコロナでは、三密を避けながら安⼼かつ安全に、

充実した旅行を楽しむことのできるプライベートツアーに対する
ニーズの高まりが期待されます！

https://otomo-inc.com/
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リアルワールドゲームス株式会社 【ビットにゃんたーず】

シビックテック（市民の力）で集めた20万件以上の
位置情報を収集した仕組みや、クイズなど楽しい仕
組みを搭載したアプリを通じて地域回遊等を生み出
すサービスを提供。地域特化の健康・観光・防災イ
ベントを開催しています。
健康に無関⼼層の方々に、知らず知らずのうちに健
康行動をとっていただくことを目指しています。

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号
大手町ビル4階FINOLAB内
設立：2017年2月
URL：https://realworldgames.co.jp/
※お問い合わせは右記QRコードよりお願いします

自社開発の3D地図エンジン「TERRA」を基盤とした位置情報アプリを開発・運営。
ゲーミフィケーション×位置情報で健康・観光・防災等の行動変容を促し、
地域活性化に貢献するスタートアップ。

支援ターゲット

導入イメージ

✓観光資源をDX化し、地域回遊を生み出したい！

✓地域の魅力を伝えるイベントをしたい！

✓地域の人々、ファンの健康増進をしたい！

こんな気持ちを持つ自治体様やプロスポーツチーム
様等からのご連絡をお待ちしています！

【導入事例】レッドハリケーンズウォーク

試合後、スタジアムから最寄り駅へ帰ってしまう
ファンを街へ誘導。

徒歩30分の経路を、街のスポットを巡りながら約1
時間半かけて楽しく移動していただきました。滞在
時間の延伸は、消費や、シビックプライドの醸成を
促します。

分子

https://realworldgames.co.jp/
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株式会社ブログウォッチャー 【 Profile Passport 】

【位置情報データの取得・分析・連携・可視化サービス】

・スマートフォン2,500万端末から許諾を得たユーザーの

位置情報データを取得

・人流分析・商圏分析等で活用

・スマートフォンアプリ向けの位置情報連動型プッシュ通知

・位置情報をもとにしたWEB広告、来店計測

・観光・自治体向けダッシュボード提供

サービス概要

コンタクト先

所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目
ビル
設立：2007年
URL： https://www.blogwatcher.co.jp/

“位置情報データ”で企業のマーケティングを効果的に
ひとりひとりの声を大切にしたライフログカンパニーへ
リクルートと電通のジョイントベンチャーであるブログウォッチャーは日本最大級の位置情報を
生かしたジオマーケティングソリューションを展開しています。

イメージ図など

支援ターゲット

導入イメージ

【位置情報データで、マーケティングや人流分析等を

効果的にしたい方】

・マーケティング：広告代理店

・経営分析・事業戦略：小売、交通・街づくり・観光、

不動産、金融、メーカー、アミューズメント

・公共・研究活用：自治体・建設コンサル・研究機関

・来店・観光客の周遊分析したエリア・属性広告配信

・分析：商圏分析・競合分析・域外需要の可視化

・屋外メディア・WEB広告効果の可視化

・来訪時の交通手段判定(人・車・電車)

・出発地・目的地点間の行動データ可視化

・交通：渋滞発生ポイント・時間帯分析

・人件費コスト圧縮：位置情報データによる計測工数削減

分子

https://www.blogwatcher.co.jp/
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株式会社ORIGRESS PARKS 【NIPPON PASS】

史上初、訪日外国人向けのレジャー・エンタメの定
額制遊び放題サービス「NIPPON PASS」。

観光施設/遊園地/水族館/動物園/美術館/温泉/キャ
ンプ場からスポーツ観戦など、エンタメ施設が旅行
中遊び放題に。

各施設様の訪日外国人向けPR・集客へ貢献します。

サービス概要

コンタクト先

観光産業を含むエンターテイメント市場において、目まぐるしく変化する「トレンド」を追うことよ
りも正しい進化を目指し、各地域や各施設の共闘を促すサービスを提供。
また、アニメとアートをコラボさせた展示会、イベントも企画、運営している。

支援ターゲット

導入イメージ

・「インバウンド」「訪日外国人」への集客を強化
したいレジャー・エンタメ施設、イベント興業主様

・閑散期に集客を行いたい施設

・新規層/未開拓顧客へのPR・集客を行いたい施設

・「地方創生」、観光における地域課題の解決、訪
日外国人集客への新しい一手をお探しの自治体

✓インバウンドの方が旅行前に閲覧し、現地での周
遊を考えて地域施設の予約をすることで、複数地
域での回遊が創出されます。

✓各自治体、施設様のご状況に合わせて最適な実施
方法・スケジュールにて柔軟にご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください！

所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目15−19
MG目黒駅前ビル
設立：2021年4月
URL： https://origress.com/

分子

https://origress.com/
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株式会社スタジオスポビー 【SPOBY】

「SPOBY（スポビー）」は、本来乗り物に乗って移動すべ
き距離間を歩行または自転車で移動した場合、抑制された乗
り物によるCO2の排出量を「脱炭素量」として可視化します。

自治体版SPOBYでは、活動に応じて付与されるポイントを
地域店舗の特典と交換することが可能のため、店舗の集客効
果を生み出し、地域活性にも寄与します。

人の活動量増進に繋がるため、「脱炭素」だけでなく「健
康」にも寄与するソリューションツールとなります。

サービス概要

コンタクト先

所在地 ：〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町6-14
日本橋DMビル 5階

設立 ：2017年2月
URL ：https://spoby.jp/

「歩行習慣を増進させ、社会課題を解決する」ことをビジョンに「脱炭素」「健康」「地域活性」の課題を解決する
行動変容アプリ「SPOBY（スポビー）」を提供しております。
法人版SPOBYは、従業員の勤務時間内における移動による脱炭素量や、リモートワーク時に抑制された通勤による
CO2排出量をスコア化し、スコープ3カテゴリ7（従業員の通勤）の脱炭素にアプローチできる唯一のアプリケーショ
ンサービスです。

支援ターゲット

導入イメージ

• 市民・従業員一人ひとりの意識改革・行動変容による
脱炭素、健康を推進したい自治体、企業

• 地域商店街の活性化を図りたい自治体

• 自社だけでなくサービスのステークホルダー全体で脱
炭素を推し進めたい企業

• 他企業と差別化をして環境経営のリーディングカンパ
ニーとしてPR・ブランディングを強化したい企業

✓ ハードルが高いようにみえる脱炭素活動に全市民・全
従業員が自分ごととして取り組むことができる

✓ 脱炭素量・歩行量のランキングを公表することにより、
市民・従業員が楽しみながら環境配慮・健康活動を推
進できる

✓ SPOBYを利用して計測した脱炭素量を環境パフォーマ
ンス指標としてIR・PR情報として発信ができる

分子

https://spoby.jp/


お問い合わせ

経済産業省 関東経済産業局 産業部 流通・サービス産業課
◆ 住所 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都⼼１番地１
◆ TEL 048-600-0344
◆E-mail bzl-kanto-service■meti.go.jp（※E-mailの■は＠に置き換えてご利用ください。）

関東経済産業局では、地域のサービス事業者の稼ぐ力の向上を支援するネットワーク
「SISC(ｼｽｸ) Kanto」（Service Industry Support Consortium in Kanto）を
新たに立ち上げ、ポータルサイトを作成しました。
こちらも、あわせて御活用ください。

URL:https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html
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https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ryutsu/sisckanto/index.html

