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株式会社つばさ公益社

代表取締役

篠原憲文

Norifumi Shinohara

✉ admin@so-gi.com
☎ 090-4462-7176

私達は日本の弔いに新たな選択肢を提案すべく事業開発を進めています。つばさ公益社
は、家族葬専門葬儀社として2017年12月から営業を開始し、2年8ヶ月で4事業所まで拡大。長野
県東信エリアで存在感を高めています。お葬式のローカル提供のほか、ECを2つ目の柱として、2019年に
はAmazon.co.jpで国内No.1棺販売会社になりました。私達が提供する「DIY葬プラン」は小さく折り
畳まれた棺を自分たちで組み立てるところから始まり、弔いに必要となる骨壷と、法律に準拠し火葬まで
行えるようノウハウをまとめたガイドブックをセットにして販売するもので「DIY葬プラン」を利用すれば3万円
以下でお葬式を行うことができます。これにより今後増え続ける公的負担のお葬式「無縁葬」や「生活保
護葬」の行政負担を大きく軽減させることが期待できます。全国へのEC葬儀サポートだけでなく、自社運
営する西軽井沢霊園での後継者不要の樹木葬（5万円）提供も進め、ECによる弔いの全国開放を
推し進めています。非接触サービスであるお葬式ライブや葬儀ポータル提供を地方創生ファンドからの資
金調達資金を元に開発し、IT化トップランナーとしても活動しています。

mailto:admin@so-gi.com
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新潟県

株式会社プロッセル

弊社は2020年6月に法人化しました。業務内容としてはオン

ライン上のビジネスコンテスト・インターンシップの運営、
それらのオンラインでの活動をデータで可視化するプラッ
トフォーム”Prossell”の開発です。

ビジネスコンテストでは全国全世界の大学生を中心に累計
1000名の学生にサポートを行っており、国立学校の学年全
生徒のインターンシップなども手掛けております。
Prossellはオンラインの活動を可視化させ就活や起業支援に
つながるチャット&解析ツールとなっています。

☎070-8443-

8709

✉kazuki.yokoyama@prossel

l.jp

代表取締役
横山和輝
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株式会社ライカーズアカデミア

代表

塩島 諒輔

Mail go@shoomy.com
Tel  070-6484-4167

弊社は、IT教育教材（スクーミー）を開発しているスタートアップ企業です。この教材で
学習した⼦どもや社会⼈は、⾃分の⾝近な問題の解決だけではなく、地域課題に⽬を
向けテクノロジーで解決しようとする意欲と技術を⾝につけることができます。また教材を
利⽤して作成したアプリやセンサーは、実際に使うことのできますので、通常、何百万も
するアプリを、学びやプロジェクトの中で⾃分⾃⾝で⽣み出し利⽤することができます。

現在、⼭梨県を初め県内外で活⽤されており、教育機関・学習塾を初め、⾃治体が
主導するクラブ活動や取り組みに利⽤されています。

学習効果としても、論⽂で掲載されたり、各メディアで紹介されるなど次世代の⼈材育
成教材として注⽬されております。

具体的な実績、研究結果などは、こちらのQRコードをお読みください。

◆教材の位置付け（⽐較） ◆利⽤イメージ

スクーミー
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ICS-net株式会社

弊社は、食品メーカーを主な販売先として、食品原料卸を行っております。
ただ、このビジネス自体、日本全国、世界でも同じように食品メーカー（買い手）の必要なものを
仕入、販売（売り手）する会社は沢山あります。
しかし、この食品原料に特化し、プラットフォーム化した新しいサービスの運用をしている
会社はどこにも存在しません。
そこで、我々は、食品メーカーのためのプラットフォーム「シェアシマ」を開発しました。
ローンチしてから１年。
我々が望むような世界には、まだまだ遠く、従来にはないサービス展開に苦慮しております。
しかし、デジタル化が進み、昨今の新商品開発のスピードから考えても、「シェアシマ」を通して
食品メーカー同士が手を組み、消費者に提供する事で、新しい価値が生まれます。
更には、「シェアシマ」の活用で売り手メーカーは余剰在庫を日本全国に販売、買い手メーカーの開発は
スピードアップ、更には、地方に眠っている食品原料を日本全国に案内可能など、食品ロスの改善、
働き方改革、地方創生と食品業界のDXを推進していくビジネスです。

ICS-net株式会社
代表取締役
小池 祥悟
（こいけ しょうご）

☎026－405－6726
✉info@ics-net.com

https://shareshima.com/

食品業界の煩雑な業務をDX推進していくサービスです
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『aiPass（アイパス）』は、旅行者のスマホを活用したスマートチェックイン

サービスです。 事前チェックインからアウトまで、一気通貫したオペレーション

基盤を提供し、宿泊施設の経営を支援します。特徴は業務効率化、顧客データ分

析、宿泊体験の向上です。

チェックインだけでなく、プラグイン機能を追加することで各施設に合わせたオ

ペレーションシステムとしてご利用いただけます。私たちは宿泊施設の経営を支

援するソリューションで、レガシーな宿泊業のDXを推進していきます。

クイッキン株式会社

代表者 写真

代表取締役

辻 慎太郎
Shintaro Tsuji

support@cuicin.co.jp

050-3138-4251
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株式会社ｖｉａ－ａｔ

代表取締役CEO

河嶋 茂

Shigeru Kawashima

kawashima@via-at.com

via-at（ヴィアート）は街や地域をワークスペースに変える、コワーキングプラットフォームです。

テレワークの急速な浸透によるワークスペースのミスマッチを解決します。在宅ワークの際に代表される「自宅
ではできない」など、新型コロナの感染拡大によりオフィスのあり方そのものが問われるほど、ワークスペースの新
たな革新が求められています。
私たちは柔軟な時間単位で利用できるコワーキングスペース利用方法のデジタル版「スマートドロップイン」を
街や地域の多様な店舗や施設スペースにも展開することでワークスペースに転換、多拠点共通利用のワーク
スペースを暮らしの近く（Near Living）に創出します。世界共通のワークスタイルに関する場所の課題を
解決します。
一方でコロナ禍により多くの業種の店舗や施設スペースのあり方が問われています。それらの地域、そして身
近な空間にワークスペースとして新たな価値創造を促し、コワーキング型のデジタル化された最も効率のよいス
ペース利用の仕組みを独自に持ち込みます。場所を提供する事業者の本業や地域経済に根ざした提携展
開を実現します。そして、賃貸オフィスに代表される大都市部のオフィスへの集合型のワークスタイルの代替手
段として、多拠点分散型のフレキシブルワークスペースを街や地域に展開し、「はたらく場のローカルシフト」を
目指します。
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私たちは、買い物の困難な方、スマートフォンなどの情報機器を持っていない方でも、買い物をする

楽しみが感じられ、食を通して豊かに暮らせる温かい社会の実現を目指しています。

それを実現するため、

・買い物ができる人と買い物に不便を感じている人をつなげるマッチングプラットフォーム

『 【コンプラスマッチ】』

・スーパーに行かなくても豊富な商品を取り揃えている訪問型買い物代行プラットフォーム

『 【コンプラスカート】』

を提供しています。

私たちは、地域で核となって頂ける地域パートナーと地域スーパーとの協力のもと、各地域の買い物

困難の方、スマートフォンなどの情報機器を持っていない方のお役に立ちたい想いを実現するために、

『 【訪問型買い物代行サービス】』の事業を進めています。

コンプラス株式会社

代表取締役

佐藤みどり

Midori Sato

✉ info@com-pras.com

℡ 050-3079-2288

買い物サポーター お客様（利用者様）

地域スーパー

訪 問

買い物
お届け

格 納

商品選択

訪問型買い物代行プラットフォーム

地域パートナー

仕事依頼
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forent株式会社

ビジネスモデル図など

代表者 写真

「第3次アウトドアブーム」とも言われる陰で、多くのキャンプ場では「混雑化」「予約が取れ
ない」などによりキャンパーの需要と適切なキャンプ場のマッチングがうまくいっていない。
一方で、日本には使われていない土地が多くあり、景勝地などを生かして切れていないとい
う背景もある。また地方では、自然豊かな観光スポットがあっても、民泊や、キャンプ場など
を営んでいないために、その地域での経済を観光で伸ばすことができていない。

ExCAMPは、Airbnbのキャンプ版でキャンプ場から個人の土地までを幅広く予約すること
ができるプラットフォームです。

自社でのキャンプ場運営の経験などから、適切な支援を行いつつ、個人の土地の有効活
用の手段としてキャンプ場を提案しています。既存のキャンプ場へのデジタルマーケティング
事業も行っています。

代表取締役社長
塚﨑 浩平

Kohei Tsukazaki

✉︎Kohei@forent.co.jp

TEL: 080-6813-1331



広域連携アクセラレーター
2020 
採択企業紹介

スカイファーム株式会社

GOOD TIME, GOOD PLACE!

世の中に快適な時間と空間をもっとも多く提供する企業でありたい。

withコロナの現在、経済活動や生活、働き方が変わってきました。
衣食住の食に焦点を当て、元々ビジネスの主軸としていたフード
デリバリーを更に進化させ、都心／地方の垣根、さらにはインバウンド、
アウトバウンドの垣根を超え、それぞれの地域に機動力を持たせたい。
デリバリーの需要は地域に依存する中で、調理された食事に加え、
食材、土産物などもデリバリーされる商圏を皆さんと作りたいです。

佐藤賢聖
事業開発・営業戦略
ディレクター
070-5598-2299
Kensei_sato@sky-farm.co.jp

自治体、商店会、商業施設、観光協会など

飲食店、八百屋、肉屋、魚屋、土産屋、
道の駅、ホテルなどの宿泊施設、
商店街の各店舗デリバリーシステム

運用のサポート
配送会社
タクシー会社
地元大学など

利用者
システム構築・提供

商品お届け

商品注文
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株式会社デジロウ

Tomonari Ikeda

代表取締役

池田公也

お店のファンを増やす次世代電子クーポン「デジロウ」

「ネットやデジタルと言われても、正直メリットがよく分からない。」「以前試してみたけどダメだった。」「ウチに
は向いていない。」- 店舗経営者の方からマーケティングツールの導入について話を伺っていると、このような
事をよく耳にします。

マーケティングツールの導入は、コロナ禍による来店客の減少に対処するだけではなく、デジタル時代に飛
躍するための新しい道具としても非常に有効です。

弊社は2012年の設立以来、スマートフォンを活用した業務システムに特化して事業を展開してきました。
スマートフォンは既に多くの人の生活の一部になっていることから、「誰でも使える使いやすさ」を一番に考え
てツールの開発を行っています。

来店されるお客様はもちろん、店舗で対応するスタッフや運営責任者の方にとってもストレスなく簡単に使
える電子クーポンツールを、今すぐ試してみませんか。

info@digirow.com

「デジロウ」3つの特徴
1. 最短10秒で認証完了。誰でも簡単に電子クーポンが取得できます。
2. PUSH型のクーポン配信により、お客様との長期的な関係構築をサポー

トします。
3. SNSなどのネットでも、QRコードを印刷したチラシでも、幅広く潜在顧客

に対してリーチできます。
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株式会社キャリコ

代表取締役

小圷 琢己(こあくつ たくみ)

私たちは、人材教育会社です。

地域と都心のキャリア教育格差をなくしたいと考えています。

まずは地方大学に通う学生の有償キャリア支援ゼミナール(たくさんの社会人に会う機会

の創出)を行い、地域の企業を連携をして独自のインターンシップなどを企画することで、

大学一年生から地域の企業と関わる新しい就活の場をつくります。

大学生のゼミナールで得た優秀且意欲的な人材データベースから生涯を通じたキャリア

支援を実現します。地域企業に就職せず卒業した場合でも、転職相談やキャリア相談会

の機会を定期的に創出し地域企業(キャリコ含む)との永続的なつながりを持つことで将

来的に地域への“関わりしろ”を生み出します。

ビジネスモデル

Tel：080-5543-4090

Mail：koakutsu@carico.jp

ゼミから始まる生涯を通じた関わり合い
(将来的には大学生以下のカテゴリへの教育事業も)

Takumi Koakutsu
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Kokoro Care Packages
合同会社

代表社員
杉山亜希
Aki Sugiyama
info@kokorocares.com

Kokoro Care Packages（ココロケアパッケージ）は、海外に日本食ギフトを定期配送
するサービス（サブスクリプションボックス）です。
日本全国の食品を、成分や使い方、生産者のストーリーについて英語の説明書や
記事をつけて、毎月・四半期毎に、海外へ発送しています。北米を中心に、世界35カ
国以上のお客様のご自宅へ、毎月直接商品をお届けします。無添加自然派食品 x 
地方名産品 x として、業界唯一のサービスです。

オンラインイベント（料理教室、バーチャル観光）、特集記事、YoutubeやSNSでの拡
散などを通じて、製品の背後にあるストーリーを伝えることで、付加価値の向上と、
お客様へより豊かな食体験を提供します。
海外へ出してみたい食文化・製品・生産者様などがあれば、気軽にご連絡ください。

Youtube, 
SNS

特集記事オンライン
イベント

ストーリーと一緒に商品を海外へ

例: 九州ボックス


