
（PR TIMES） - リリース発行企業：TheJapanProject株式会社

コワーキングスペース「奄美・瀬戸内IT　BASE」の立ち上げが決定！！地域協議
会による与路島でのインバウンド事業を展開

鹿児島県瀬戸内町（町長：鎌田愛人）と地域活性化事業を展開する株式会社
TARGET（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役会長兼社長：立石聡明）は、瀬戸
内町の活性化を＜産業＞、＜観光＞、＜教育＞の観点から実現するため「地域連携
協定」を締結いたしました。
本協定の取り組みの一環として、本年11月1日より、ITを活用したビジネス機会の
創出を目標に、町内のIT及びｸﾘｴｲﾃｨﾌ゛事業に関わる事業者のﾈｯﾄﾜｰｸと新たな起業
支援、IT関連の教育の提供と町内への企業誘致を目指し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境・執務環境
が整備されたｺﾜｰｷﾝｸ゛ｽﾍﾟｰｽ「奄美・瀬戸内IT　BASE」（以後、IT　BASE）を開
設いたします。

鹿児島県瀬戸内町（町長：鎌田愛人）と地域活性化事業を展開する株式会社
TARGET（本社：東京都渋谷区広尾、代表取締役会長兼社長：立石聡明）は、瀬戸
内町の活性化を＜産業＞、＜観光＞、＜教育＞の観点から実現するため「地域連携
協定」を締結いたしました。

本協定の取り組みの一環として、本年11月1日より、ITを活用したビジネス機会の
創出を目標に、町内のIT及びｸﾘｴｲﾃｨﾌ゛事業に関わる事業者のﾈｯﾄﾜｰｸと新たな起業
支援、IT関連の教育の提供と町内への企業誘致を目指し、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ環境・執務環境
が整備されたｺﾜｰｷﾝｸ゛ｽﾍﾟｰｽ「奄美・瀬戸内IT　BASE」（以後、IT　BASE）を開
設いたします。

「IT　BASE」開設後、TARGETでは東京や大阪等の大都市圏のIT関連企業の進出
拠点として、大都市圏からのWEB制作やﾃ゛ｻ゛ｲﾝ、ﾌﾟﾛｸ゛ﾗﾑ開発の仕事と地元の事
業者をつなぐ仲介の場として、増加する移住者や町内起業予定者に対してIT教育や
起業支援教育を提供する場として、大都市圏と地元をつなぐハブ機能を果たして参
ります。企業誘致の第一弾としてTARGETのグループ会社でｱｸﾃｨﾋ゛ﾃｨ開発支援事
業、地域魅力開発支援事業等を行うTheJapanProject（株）を誘致し、島内外の事
業者のﾈｯﾄﾜｰｸを構築して参ります。奄美大島・瀬戸内町は地理的にｱｼ゛ｱに近く地勢
的なﾒﾘｯﾄを生かしIT企業が集積する、ｼﾘｺﾝﾊ゛ﾚｰならぬ「瀬戸内ﾊ゛ﾚｰ」（＊別途参
考資料ご参照下さい）への発展を目指して参ります。

また、観光における地域活性化の観点では「COOL JAPAN AWARD 2017」(主
催：一般社団法人ｸｰﾙｼ゛ｬﾊﾟﾝ協議会、後援：経済産業省, 外務省, 観光庁)を受賞し
た、「珊瑚石壁およびｻｶ゛ﾘﾊ゛ﾅ小径とﾊﾐﾔ島」をもつ、瀬戸内町の最南端の有人離
島・与路島（ﾖﾛｼﾏ）を中心に、外国人ｲﾝﾊ゛ｳﾝﾄ゛観光についての施策を、地元の
方々と協議会を設立して推進して参ります。
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このページについて 配信会社から提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しており、朝日新聞社が取材・執筆した記事ではありま
せん。お問い合わせは、各情報配信元にお願いします。

奄美大島・瀬戸内町と株式会社TARGETが地域活性化包括連携協定を締結！
配信元：PR TIMES
2018年11月1日
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特に、訪日観光客のﾘﾋﾟｰﾀｰ層をﾀｰｹ゛ｯﾄに、漁師体験や酪農・農業体験ｱｸﾃｨﾋ゛ﾃｨを
中心に据え、滞在型のﾘﾄﾘｰﾄﾆｰｽ゛に応えることを目指し、来年2019年4月に与路
島・旧郵便局長の古民家・信川邸をﾘﾉﾍ゛ｰｼｮﾝし、ｹ゛ｽﾄﾊｳｽとして開業致します。

[画像1: https://prtimes.jp/i/34742/1/resize/d34742-1-646176-0.png ]

【地域連携協定の概要】
（１）観光及び地産品の振興に関すること。
（２）産業創出・振興に関すること。
（３）人財育成に関すること。
（４）情報発信・PRに関すること。
（５）地域社会の活性化及び地域サービスの向上に関すること。
（６）その他、目的を達成するために必要と認められる事項

【瀬戸内IT　BASEの概要】 
・運営開始： 2018年11月開設（入居募集）
・場　　所：〒894-1504 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日５
・機　　能：インターネット環境・執務環境が整備されたｺｱﾜｰｷﾝｸ゛ｽﾍﾟｰｽ機能
※進出企業の拠点及び起業予定者・SOHO事業者への会費制によるｽﾍﾟｰｽ提供
「瀬戸内IT　BASE」での IT及びｸﾘｴｲﾃｨﾌ゛業務の受託事業産業創出・地域交流・
人財育成拠点
[画像2: https://prtimes.jp/i/34742/1/resize/d34742-1-936087-1.png ]

【外国人富裕層向けｹ゛ｽﾄﾊｳｽについて】
「COOL JAPAN AWARD 2017」(後援：経済産業省, 外務省, 観光庁) を主催する
クールジャパン協議会（代表理事：山内絢人）との連携で、世界が共感する“クール
ジャパン”受賞作品を建材、調度品に使用する宿泊施設として、奄美・与路島の古民
家を改修し、「COOL JAPAN CASA」を2019年4月にオープンする予定です。外
国人審査員が外国人の視点で選定した、クールジャパンアワード受賞作品を実際に
使用してもらえる、日本の魅力を凝縮した施設として、欧米を中心にインバウンド
需要の取り込みを図って参ります。
[画像3: https://prtimes.jp/i/34742/1/resize/d34742-1-529670-2.png ]

＜株式会社TARGET概要＞ 
【会　社　名】株式会社TARGET
【本　　　社】 〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-6-5 クレスト広尾 1 階
TEL03-5775-0666 FAX03-5775-0680
【Ｕ　Ｒ　Ｌ】 http://www.target-inc.jp
【資　本　金】 2億665.5万円（資本準備金を含む）
【株　　　主】（株）GETTI 56.80%、（株）産業経済新聞社 0.03%、 香川証券
（株） 0.03%、　　（株）アイビス・キャピタル・パートナーズ 0.08%、（株）
ルネット（ﾒｶ゛ﾈの三城） 0.03%、役員他
【設　　　立】 2015年7月
【役　　　員】 代表取締役会長兼社長　立石聡明
取締役　上田輝彦、山内絢人、海津 元則、David Koizumi
【主要取引先（敬称略）】〈クライアント〉
企業：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、明治安田生命相互会社、株式
会社日立製作所、味の素株式会社、キリンビール株式会社、 エスビー食品株式会
社、株式会社ソニーミュージックダイレクト、ANA セールス株式会社、カゴメ株
式会社、凸版印刷株式会社、株式会社 GETTI　他
省庁・自治体：環境省、長野県、長野県観光機構、長野県商工会連合会、札幌市、
夕張市、函館市、網走市、厚沢部町、小樽観光協会、青森市、秋田市、大舘市仙台
市、盛岡市、墨田区、中央区、熱海市、横浜市、箱根町、千葉県、川口市、日光御
成道まつり実行委員会事務局、長岡市、富岡市、立山市、上田市、松本市、富山県
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この記事を気に入ったら
「いいね！」しよう

観光連盟、七尾市、犬山市、名古屋市、有田川町、神戸市、奈良市、堺市、岸和田
市、京都市、伏見区、和歌山県、
三好市阿南市、出雲市、境港市、下関市、高知市、小豆島市、坂出市、宇多津町広
島市、廿日市市、倉敷市、鳥取県西部総合事務所、因幡観光ネットワーク協議会 、
出雲市・出雲観光協会、松山市、今治市・四国タオル工業組合、福岡市、長崎市、
豊後高田市、熊本県観光連盟・黒川温泉観光旅館協同組合、鹿児島市、唐津市、宮
崎市　他
【出　資　先・グループ会社】
TheJapanProject 株式会社（出資比率 33.3%）地域魅力開発支援事業
株式会社ザフトメディアワークス（出資比率 100%）映像制作・番組制作事業
株式会社ウェブスクウェア（出資比率 47.4%＊）IT ソリューション事業
離島アクティビティツーリズム株式会社（出資比率 70%）ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸ゛・ﾄ゛ﾙﾌｨﾝ
ｽｲﾑ事業
Farmstay & CountrysideTourism 株式会社（出資比率 40%）農家民泊支援・田
舎ﾂｰﾘｽ゛ﾑ事業
株式会社タイグリス（出資比率 100%）リユースアパレルショップ事業
EnrichJapan 株式会社（出資比率 25%＊）カフェ事業　（＊印はﾀｲｸ゛ﾘｽ社から出
資）【グループ社数】 9 社　　【グループ従業員数】 61 名　　【グループ売上】
5.7 億　

【「瀬戸内バレー」構想について】
「瀬戸内IT　BASE」は、観光と並ぶIT関連事業を大きな地元産業に発展させるこ
とを目標に、アジアをも視野に入れたIT拠点としての成長を目指します。
SOHOや小規模事業者の事業支援はもとより、ﾌｨﾝﾃｯｸやAI、IOTのITﾍ゛ﾝﾁｬｰ企業
にも魅力的な進出優遇策を講じていけるよう、受け入れ体制、優遇条件を町役場と
協議して整備して参ります。また、自然あふれる環境下での働きやすさを無事に進
出企業が増加して雇用が増加することによって人口増を目指すことにより地元の活
性化への貢献も目指します。

＜第一ステップ＞
「瀬戸内IT　BASE」として拠点を整備し下記を実行していきます。
１. 地域や移住者へのIT教育、起業支援サービスの提供
２. 大都市圏からの企業誘致に伴うビジネス拠点の提供
３. 地元企業・事業者への大都市圏からのビジネスを取り込み（受注活動支援）
４. 地元企業、移住者、進出企業のネットワーク化
＜第二ステップ＞
瀬戸内町にｸﾗｳﾝﾄ゛ﾌｧｳﾝﾃ゛ｨﾝｸ゛を活用したｰ＜瀬戸内ﾍ゛ﾝﾁｬｰ市場＞を開設するこ
とにより、ﾍ゛ﾝﾁｬｰ企業の資金調達を支援します。これにより日本、ｱｼ゛ｱからの有
力なｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業、ﾍ゛ﾝﾁｬｰ企業の誘致・地域進出を目指します。
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看護師とアーティスト、どちらも
頑張る瀬川あやか
私の一枚

押上の大黒湯の人情味　漫画「ア
ンダーカレント」の世界
本を連れて行きたくなるお店

三浦大知やリリー・アレン　秋の
休日に聴きたい10曲
＆（and） MUSIC

走ったコースで顔を描く！「顔マ
ラソン」が面白い！
今日からランナー

「五街道」の魅力を感じながら、
楽しいウォーキングを
ノジュール

大阪人が薦めるたこ焼き店「たこ
焼 十八番」がうまい！
マッキー牧元　うまいはエロい

冨田ラボ　“ポップ・マエスト
ロ”の音楽の原点
ＭＵＳＩＣ　ＴＡＬＫ

作業効率を劇的アップ！　疲労も
軽減するマウス選び
くらべて選んで

「銀婚湯」で紅葉独り占め　北海
道・上の湯温泉
楽しいひとり温泉

＆ｗ

＆BAZAAR

＆TRAVEL

いいね！

javascript:void(0);
http://twitter.com/share?url=https://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201894941.html&text=%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E7%94%BA%E3%81%A8%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BETARGET%E3%81%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E5%8C%85%E6%8B%AC%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%82%92%E7%B7%A0%E7%B5%90%EF%BC%81%20-%20PR%20TIMES%EF%BC%9A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB
https://twitter.com/search?q=https://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201894941.html
http://b.hatena.ne.jp/add?mode=confirm&url=http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201894941.html&title=%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E7%94%BA%E3%81%A8%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BETARGET%E3%81%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E5%8C%85%E6%8B%AC%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%82%92%E7%B7%A0%E7%B5%90%EF%BC%81%20-%20PR%20TIMES%EF%BC%9A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB
mailto:?subject=%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E7%94%BA%E3%81%A8%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BETARGET%E3%81%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E5%8C%85%E6%8B%AC%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%82%92%E7%B7%A0%E7%B5%90%EF%BC%81%20-%20PR%20TIMES%EF%BC%9A%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB&body=%0A--%0A%E5%A5%84%E7%BE%8E%E5%A4%A7%E5%B3%B6%E3%83%BB%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E7%94%BA%E3%81%A8%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BETARGET%E3%81%8C%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E5%8C%85%E6%8B%AC%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%8D%94%E5%AE%9A%E3%82%92%E7%B7%A0%E7%B5%90%EF%BC%81%20-%20PR%20TIMES%0A%0A%20http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201894941.html%0A%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%99%BA%E8%A1%8C%E4%BC%81%E6%A5%AD%EF%BC%9ATheJapanProject%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B3%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%8C%E5%A5%84%E7%BE%8E%E3%83%BB%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85IT%E3%80%80BASE%E3%80%8D%E3%81%AE%E7%AB%8B%E3%81%A1%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%81%8C%E6%B1%BA%E5%AE%9A%EF%BC%81%EF%BC%81%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%B8%8E%E8%B7%AF%E5%B3%B6%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%82%92%E5%B1%95%E9%96%8B%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E7%94%BA%EF%BC%88%E7%94%BA%E9%95%B7%EF%BC%9A%E9%8E%8C%0A%0A%0A%E2%80%BB%E7%84%A1%E6%96%99%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%EF%BC%91%E6%97%A5%EF%BC%91%E6%9C%AC%E3%81%BE%E3%81%A7%E6%9C%89%E6%96%99%E8%A8%98%E4%BA%8B%E3%82%92%E3%81%8A%E8%AA%AD%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20http://t.asahi.com/7myt%0A
javascript:void(0);
https://prtimes.jp/i/34742/1/resize/d34742-1-232794-3.png
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000034742.html
http://prtimes.jp/
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102528831.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102528831.html
https://www.asahi.com/and_M/ichimai_list.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102528971.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102528971.html
https://www.asahi.com/and_M/hontsurete_list.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102428261.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102428261.html
https://www.asahi.com/and_M/music_list.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102427951.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102427951.html
https://www.asahi.com/and_M/run_list.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102225941.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018102225941.html
https://www.asahi.com/and_M/nodule_list.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018101924831.html
https://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2018101924831.html
https://www.asahi.com/and_M/eroihaumai_list.html
https://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2018102225531.html
https://www.asahi.com/and_w/articles/SDI2018102225531.html
https://www.asahi.com/and_w/music-talk_list.html
https://www.asahi.com/and_bazaar/articles/SDI2018102427861.html
https://www.asahi.com/and_bazaar/articles/SDI2018102427861.html
https://www.asahi.com/and_bazaar/hobby/kurabete_list.html
https://www.asahi.com/and_travel/articles/SDI2018102930971.html
https://www.asahi.com/and_travel/articles/SDI2018102930971.html
https://www.asahi.com/and_travel/series/hitori_onsen_list.html
http://www.asahi.com/and_w/
http://www.asahi.com/and_bazaar/
http://www.asahi.com/and_travel/

