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第92回　株式会社前田産業

同社は、前社長の前田裕継氏（現社長の尊父）が1986年に設立。３つの

ホテル経営を主事業とする。名護市の「ホテルゆがふいんおきなわ」は

充実した宴会・会議施設を持ち、地元のコミュニティの場として親し

まれてきた。本部町の２つのホテルは、いずれも海洋博公園に近いリ

ゾートホテル。健康保養をテーマにした商品提供とロングステイのお

客様が多いのが特徴。本部町山川のホテルマハイナウェルネスリゾー

トオキナワに前田社長をお訪ねし、同社の歩み、事業内容、経営方針、

ビジョンなどをお聞きした。　
インタビューとレポート：常務取締役　照屋　正

会社概要

商　　 　号：

所　　 　在：

連 絡 先：

設　　　立：

役　　　員：

資 本 金：

職　　　員：

事 業 内 容：

事 業 所 等：

株式会社前田産業

（前田産業ホテルズ）

沖縄県名護市港2-6-5

0980-53-0875

1986年(昭和61年)3月

代表取締役社長　前田　裕子

代表取締役専務　仲座　寛人

専務取締役　　　川上　明登

取締役　　　　　饒波　正仁

取締役　　　　　石橋　雅彦

監査役　　　　　前田　貴子

監査役　　　　　仲座　義人

1億円　　　　　

220名

ホテル業

・ホテルゆがふいんおきなわ

・ホテルゆがふいんＢＩＳＥ

・ホテルマハイナウェルネス

　リゾートオキナワ

・やんばる海の駅

前田 裕子 社長

 

設立からこれまでの歩みをお聞かせく

ださい。　

　当社は、３つのホテルと観光関連施設「やんば

る海の駅」を運営しています。株式会社屋部土建

を中核とする株式会社ゆがふホールディングス

のグループ企業の１つです。1986年６月に前社

長の前田裕継（現ゆがふホールディングス代表

取締役ＣＥＯ）が有限会社前田産業として設立

しました。私が社長を引き継いだのは2006年６

月です。

に　やく

名護市宮里のホテルゆがふいんおきなわ
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　当時、社長の前田裕継（現ゆがふホールディン

グスＣＥＯ）は、「これからの観光は、高齢化社会

の中で年配の方々も楽しめる観光地づくりとコ

ンテンツづくりが大切になる。沖縄の温暖な気候

と自然、地元の食材を活かした健康保養型観光が

求められてくる」と沖縄観光の姿を展望。その考

え方にもとづき、ウェルネス（健康）の思想を取り

入れた当ホテルが誕生したのです。ロングステイ

や健康保養型観光など新しい取り組みを行うリ

ゾートホテルとして注目を集めました。

　2003年４月には、新たに観光関連施設「やんば

る海の駅」の運営を始めました。ホテルマハイナ

ウェルネスリゾートオキナワに隣接する土産品

店や飲食店の入る複合施設です。

３つのホテルについて、それぞれの特

徴をお聞かせください。

　３つのホテルは、それぞれが異なる個性を持っ

ており、それが前田産業ホテルズの強みでもあり

ます。

ホテルゆがふいんおきなわ

　宿泊室数は125室。大小７つのホールとチャペ

ルを備え、充実したコミュニティ施設を持つの

が特徴です。結婚式、披露宴、集会、会議、研修会な

ど多様なイベントに応じ、地元をはじめ本島中南

部、離島、県外からも多くのお客様にご利用いた

だいています。

　1989年９月、最初のホテルとなる「ホテルゆ

がふいんおきなわ」を名護市宮里に開業しまし

た。当時、地元には大きな宴会や会議のできる施

設がなく、そうした施設の建設が望まれていた

ころで、その期待を受けて誕生したのが当ホテ

ルです。400名近くの収容が可能な宴会場と大小

のホールを持ち、地域に親しまれ、地域と一体に

なったコミュニティホテルです。

　1993年５月には、本部町備瀬に２つ目のホテル

として「ホテルゆがふいんＢＩＳＥ」を開業しま

した。海洋博公園エメラルドビーチに隣接、当社

が手がけた最初のリゾートタイプのホテルです。

　2000年は、九州・沖縄サミットが名護市で開催

された年でした。当社は世界から集まるマスコミ

の皆様へ、料飲サービスを提供する役割をいただ

きました。ホテルオークラ様のバックアップのも

とで大役を無事に遂行。このとき、調理の技術や

システム、管理方法など多くのことを学び、貴重

な経験を積むことができました。

　2000年８月、ホテルマハイナウェルネスリ

ゾートオキナワを本部町字山川に開業しました。

本部町備瀬のホテルゆがふいんＢＩＳＥ

本部町山川のホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ

笑顔とまごころでお客様をお迎えする窓口
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　料飲部門には、開業当初から力を入れてきまし

た。おかげさまで「味のゆがふいん」と評価をいた

だいていますが、先述したようにサミットを機に、

さらにスキルの向上がはかられたと思います。

　地域に貢献するホテルとして、地元の食材にこ

だわっているのも特徴の一つです。地元の新鮮な

野菜を求め、シェフ自身が朝市で買い付けること

もあります。北部農林高校と提携して琉球在来豚

アグーを調達しているほか、もとぶ牛を使った料

理も人気のメニューとなっています。

　当ホテルは、今年で開業25周年を迎えます。主

な記念イベントとして、ホテル全館がイベント広

場になる「ゆがふいんフェスタ」、有名シェフを招

いた中華料理祭「美食饗宴」、映画館のない地元の

皆様に大型スクリーンで鑑賞していただく「ホテ

ルdeシネマinゆがふいんおきなわ」などを開催

しています。

ホテルゆがふいんＢＩＳＥ

　宿泊室数は52室と小規模ですが、アットホー

ムな雰囲気を大事にしており、リピーターのお客

様が多いのが特徴です。

　全室が和洋室でミニキッチンを備えており、コ

ンドミニアムタイプのデザインになっているほ

か、写真のように全室から海が臨めるロケーショ

ンが人気です。「ゆったり・ひろびろ」をコンセプ

トに、とくにグループやファミリーでの利用に好

評をいただいています。

　エントランスから海洋博公園エメラルドビー

チまで遊歩道でつながり、美ら海水族館まで徒歩

で行ける立地の良さも当ホテルの特徴です。

ホテルマハイナ ウェルネス リゾートオキナワ

　海洋博公園の真向いに立地し、宿泊室数250

室の本格リゾートホテルです。「暮らすようにリ

ゾートを楽しむ」が当ホテルのコンセプトです。

　お客様には、車を使った観光地めぐりの楽しみ

に加えて、ホテル内でも充実した時間を過ごして

いただきたいとの思いからリニューアルに着手。

昨年は中庭を中心に１階のパブリックエリアを、

そして、今年は宿泊室の改装を行いました。エント

ランスからロビー、中庭のプールサイドへと明る

く一体感のある空間に一新し、これまで以上にリ

ゾートの開放感を感じていただけると思います。

地域のコミュニティの場として親しまれる 全室がオーシャンビューで和洋室

リゾート感にあふれる新しくなったゲストルーム

健康と美容をコンセプトにしたヘルシー薬膳プレート
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　リニューアルに際しては、照明を効果的に使っ

た夜の景観づくりに工夫を凝らしました。「南国

ムード満点」な空間を演出しています。

　この取り組みが評価され、今年６月、一般社団

法人照明学会が主催する2013年度「照明普及賞」

をいただくことができました。この賞は、国内で

その年に竣工した優秀な照明施設を選び、表彰す

るものです。

　間接照明を使い、中庭のプールやヤシの木を印

象的に見せる夜の雰囲気は、おかげさまでお客様

にも大好評です。

　ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ

は、今では色々なホテルで取り入れているロング

ステイプランをいち早く取り入れたホテルの一

つです。宿泊室にはミニキッチンも付いているた

め、ロングステイでのんびり過ごされるお客様も

多くいらっしゃいます。

　毎年ご利用されるお客様もいてくださり、ホテ

ルスタッフと家族のように接していただいてい

ます。

　冬場の１カ月ステイが最も多いのですが、３カ

月あまりステイされる方も10組ほどいらっしゃ

います。お客様どうしも仲良くなられて、口コミ

でロングステイの輪が広がっているようです。

ウェルネスをテーマにさまざまな取り組

みを行っています。主な取り組みをご紹介

ください。

　食を通じて健康ライフを応援したいとの思い

から、当ホテルズのレストランではマクロビオ

ティックメニューを提供しています。

マクロビオティックとは、玄米などの穀物や野菜

を中心とした体に優しい食事法です。食と健康へ

の関心が高まる中で、毎日の食生活に取り入れる

方が増えてきているといわれます。

　当ホテルズでは、専門家の指導のもとでマクロ

ビオティックの理念、思想、技術を学んだシェフ

が、独自の工夫を加えてゴーヤー、島にんじん、ハ

ンダマなど旬の沖縄野菜を使ったオキナワンマク

ロビオティックを確立しています。

　ウェルネスをテーマにした取り組みで、もう一

つ話題を集めているのが「プチ断食セミナー＆ツ

アーinマハイナ」プランです。

　断食はファスティングとも言い、食事を一定期

間抜き、消化器官を休ませることで、脂肪燃焼や毒

素の排出などの効果を得る健康法です。

　２泊３日のプログラムで管理栄養士の指導と同

行のもと、安心で無理のないプチ断食を体験して

いただきます。食について学びながら早朝ヨガや

一般社団法人照明学会による「照明普及賞」を受賞

人気のオキナワンマクロビオティックメニュー

プチ断食セミナー＆ツアーでの早朝ヨガ
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やんばるの自然散策、塩づくり体験など、楽しみな

がら実行できるのがポイントです。

　これまでに９回開催しました。ファスティング

への認知の広がりを背景に、回を重ねるごとに参

加者が増え、「体をリセットすることで心身ともに

リフレッシュする」と感想をいただきます。現在、

女性のお客様が中心ですが、働く男性の皆様にも

おすすめだと思います。

やんばる海の駅についてご紹介ください。

　やんばる海の駅は、ホテルマハイナウェルネ

スリゾートオキナワに隣接する観光関連の複合

施設です。テナントとして海産物レストランやお

土産品店、アクセサリーショップなどが入ってお

り、宿泊のお客様やドライブで立ち寄るお客様で

賑わっています。

　屋外にはミニステージを設置し、「マハイナフェ

スタ」、「本部ナークニー大会」などのイベントを定

期的に開催。また、屋根付きの屋外ホールもあり、

夏場には炭火焼肉の屋外レストランを期間限定で

オープンし、人気のスポットとなっています。

ビジョン、経営理念についてお聞かせ

ください。

ビジョン

「第二の我が家として選ばれるＮo.1ホテルになる。」

　自分の家のように居心地の良いホテル、温かみ

のあるおもてなし、お客様に選ばれるホテルを目

指しています。

　その一方で「非日常」を提供するのも、ホテルに

求められているところだと思います。

　私はこの異なる２つの性格をうまく調和させ

ることが、当ホテルズの魅力になると考えていま

す。例えばお客様には、ホテルの玄関に入った瞬

間に「非日常」を感じていただきますが、同時に我

が家のような居心地の良さも感じていただきま

す。微妙で難しい対応になりますが、そんなきめ

細やかな対応ができるように、全員がスキルを磨

いています。

経営理念

1.沖縄の“ちむぐくる”をもってお客様をおもて

なし致します。

　私達は、“ちむぐくる（肝心）”とは、「心の奥底か

ら湧き出る、身体全体で相手を思う気持ち」と

考えます。また、沖縄の歴史や文化、伝統に根ざ

した奥深いホスピタリティでもあると考えま

す。お客様に癒しと喜びと満足を感じていただ

くために、常に“ちむぐくる”をもっておもてな

し致します。

2.常に前進し続け、新しく豊かな価値を創造します。

　私達は、いかなる時代や環境の変化にも、真摯

に、スピーディーに対応し、立ち止まることな

く、提供させていただく全ての商品・サービス

の向上、改善に全力を傾けます。

3.地域社会へ貢献します。

　私達は、いつの時代も地域とともに歩みます。

地域に生かされていることを忘れずに感謝し、

良き市民としての責任を全うし、地域に住む

人々の生活、文化、発展に寄与するために全力

を傾けます。

ドライブ客や宿泊客で賑わう「やんばる海の駅」

非日常の中に「第二の我が家」の心地良さを提供する
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4.社員幸福を実現します。

　私たちは、働く従業員一人ひとりが幸せでなけ

れば、お客様にご満足いただく良いサービスを

ご提供することが難しいと考えます。互いの人

間性と個性を尊重し、各〃が持つ才能（長所）を

伸ばすステージを与え、活き活きと働くことの

できる企業風土を心がけます。

　私は東京の短期大学を卒業後、大手のホテル会

社に就職していたのですが、米国で1年間の遊学の

後、ホテルゆがふいんＢＩＳＥの開業を機に前田

産業に入社しました。25歳のときです。

　その６年後にホテルマハイナウェルネスリゾー

トオキナワの計画が立ち上がり、開業準備室へ異

動。そこでホテルの立ち上げから一通り経験し、現

在に至ります。

　先述したように私は2006年６月に社長を継ぎ

ましたが、カリスマ性のある前社長とは経験も力

量も違いますので、最初から私なりのスタイルで

やっていこうと決めていました。それは、スタッフ

一人ひとりが自分の判断で、心のこもったおもて

なしができるホテルづくりです。

　私は常々、ホテルは、働くスタッフ一人ひとりの

雰囲気や立ち居振る舞い、それこそ表情、話し方、

笑顔などが、ホテル全体の雰囲気をつくっていく

と思っています。

　このため、スタッフ一人ひとりがホテルの顔と

して、自信を持ってお客様にサービスできるよう、

行動指針をまとめたクレドを作成しました。クレ

ドとは経営理念をもとに、私たちが歩む方向をわ

かりやすく示した羅針盤ともいえるものです。

　クレドには、「笑顔で挨拶をする」、「お客様の立場

になって行動する」、「人が好きという気持ちを大事

にする」など、私たちの考えるおもてなしの基本が

書かれています。それをスタッフ全員で共通の価値

観として共有し、クレドに忠実に、「クレドがカリス

マ」という気持ちで経営にあたっています。

　私たちは自社のクレドを「ちむぐくれど」と呼ん

でいます。“ちむぐくる”とクレドを合わせた造語で

す。いつでもすぐに確認できるようにポケットサイ

ズのカードに収め、全スタッフが携帯しています。

御社は、前田産業ホテルズとして広く

知られ親しまれています。一言で「前田

産業ホテルズのカラー」とは。

　当社の経営理念の最初に「沖縄の“ちむぐくる”

をもってお客様をおもてなし致します」とうたっ

ています。“ちむぐくる”とは、「まごころ（真心）」、

「思いやり」などの意です。

　当社を一言で表すなら、「“ちむぐくる”でおも

てなし」の気持ちを大切にし、実践するホテルグ

ループといえます。当社のすべての考え方と行動

がこの一言の上に成り立っているのです。

人材教育についてお聞かせください。

　そこで働く社員の皆さんの評価が、ホテルの価

値を決めます。当ホテルズは人材を「人財」と呼

び、育成にはとくに力を入れています。

　人財育成は大きく３つの柱で構成されます。第

１はホテリエとしての心がまえ。これは日 「々ちむ

ぐくれど」を見ながら、自分で考え行動することを

学びます。第２は技能の習得。これは１～２年早く

入社した先輩社員がマンツーマンで寄り添うブラ

ザー＆シスター制度でＯＪＴを主体に行います。

第３は動機付けや気付きといったマインド面の向

社員を大事にする経営が基本
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上です。これは集合研修を主体に行います。

　内定者や新入社員に対しては、コミュニケー

ションマナー講座を実施。１年目、２年目にそれ

ぞれフォローアップ集合研修を行います。集合研

修はモチベーションを高めるだけでなく、現場の

課題や悩みを解決する場ともなります。ですから

若手社員だけでなく、初級管理者、中上級管理者

に対しても階層別の研修を重視し、定期開催を継

続しています。講師は社内のそれぞれの階層の先

輩が担当、実践的な内容に重点を置きます。

　県外、海外ホテルへの派遣研修は公的な制度を

活用しながら、これまでに８名を派遣しました。

地域貢献活動については、いかがで

しょうか。

　地域の青少年の健全育成に貢献したいという

思いから「ゆがふいんおきなわ杯争奪国頭地区中

学校野球大会」を1998年から開催しています。北

部各市町村教育委員会をはじめ多くのご協力を

いただきながら、今年で17回を数えます。

　また、「ゆがふいんＣＵＰ少年フットサル大会」

や「マハイナ杯北部地区少年サッカー大会」など

の地域のスポーツ振興に向けた活動も行ってい

ます。

　やんばる海の駅では、毎年４月に「本部ナーク

ニー大会」を開催しています。本部ナークニーと

は、本部町に古くから親しまれている民謡です。も

ともと本大会は町内の祭りの中で開催されていた

ようですが、途絶えてしまい、当ホテルを中心に復

活を実現しました。今年で11回目を迎えます。

　以上のほかにも地元の諸行事、行政や諸団体が

呼びかける清掃活動や花植え活動などに積極的

に参加し、応援しています。

これからの事業の展開についてお聞か

せください。

　これからも当ホテルズは、「“ちむぐくる”でお

もてなし」を基本に、地元企業としての責任と使

命感を持って事業を進めていきます。

　ユニバーサルサービス（子どもから大人、高齢

者、障がいのある方、宗教や文化の異なる外国の

方まで、あらゆる人に対して公平な情報やサービ

スを提供すること）を追求し、お客様の満足度の

向上に努めます。

　時代の変化とともに世界は近くなり、人々の価

値観も多様化しています。だからこそ、広い視野を

持ち柔軟にしなやかに、新しいことにチャレンジ

していくことを恐れないでいたいと思います。“ち

むぐくる”には優しさや思いやりだけではなく、ウ

チナンチュの誇り高い魂や困難に立ち向かう気概

のような意味も込められていると思います。

　その“ちむぐくる”を真ん中に据えて、世界規模

で物事を見ながら、地域が輝く、地域が盛り上が

る、新しい事業、開発を展開していきたいと考え

ています。

　そして、グローカル（Global×Localの造語）な

ホテルズを目指して、これからもステークホル

ダーの皆様とともに歩んでいきたいと思います。

社員研修を積極的に実施し人財を育てる

フットサル大会で表彰状を授与する前田社長
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創業から現在まで

An Entrepreneur  

訪問
天妃前まんじゅう「ペーチン屋」

1. 曾祖母から続く天妃前まんじゅうの味を

４代目として受け継ぐ。

2. ４年前から「ペーチン屋くずもち」も製造、

販売する。祖母の味を再現した。

3. 今月12日から始まる県立博物館「久米村

（クニンダ）」展示会で天妃前まんじゅうを

提供。

トピックス

事業概要

vol.
80

上原　智美 社長

●会社名　天妃前まんじゅう「ペーチン屋」
●代表者　上原　智美
●事業内容　天妃前まんじゅうの製造・販売
●所在地　沖縄県那覇市泉崎2-10-14
 TEL 098-832-0912
●従業員　4名
●U　R　L　 http://peetin.ti-da.net/

　４代にわたって続く「天妃前（てんぴぬめー）

まんじゅう」を那覇市泉崎の店舗「ペーチン屋」

で製造、販売しています。

　まんじゅう屋を始めた曾祖母の金城ウシは、

1881年（明治14年）生まれです。曾祖母、祖母、母

とつないで現在、私が中心になり妹と弟ととも

に４代目として受け継いでいます。創業から数

えると100年近くになるでしょうか。

　戦前、久米村（那覇市久米）には、航海安全を祈

願する天妃宮というお宮があり、その周りに市

場があったそうです。そこで売られていたまん

じゅうを総称して「天妃前（てんぴぬめー）まん

じゅう」と呼んでいたといわれます。

　店によって作り方や味が違っていました。曾

祖母のまんじゅうは、薄い皮であんこを包み、冷

めてもおいしく食べられる点が特徴でした。

　屋号のペーチンを名乗っていたので、「ペーチ

ンの天妃前まんじゅう」と呼ばれていたそうです。

　当時は那覇を訪れた際に、手土産として買っ

て帰る方が多かったと聞きます。持ち帰って、冷

めてしまってもおいしく食べられることが人気

だったかもしれませんね。

　戦後は、まんじゅうだけでは生計が立てられ

なかったこともあり、作っていなかった時期が

あったようです。祖母と母が再び作り始めたの

が36年ほど前。祖母が営んでいた雑貨商店で販

売し、農連やスーパーにも卸していました。

　25年前に「ペーチン屋」の看板を掲げてまん

じゅう専門店に移行しました。16年前に母が亡

くなり、妹と弟の３人で店を引き継ぎ、４年前に

店舗を新しくしました。

なじみのお客さまが多い老舗「ペーチン屋」

100年近い歴史を持つ天妃前まんじゅう
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手づくりの工程

「ペーチン屋くずもち」の復活

多くのお客さまに支えられて

これからの展開

　製造工程は、次のとおりです。

1. 中身のあんこは、はったい粉、三温糖、県産　

黒糖を混ぜて練りあげます。

2. まんじゅうを包む皮は小麦粉を練って作り、

寝かせておきます。

3. 次にあんこを皮で包む作業です。一つひとつ

を手作業で丸く、平たく形成します。

4. 形ができあがると、月桃の葉の入った蒸し器

に入れ、蒸し終わったら冷やします。

5. 最後に、まんじゅうを月桃の葉で包み、包装紙

でラッピングしてできあがりです。

　生ものなので、その日のうちに売れる個数を

見込んで作るのですが、前もって注文をいたけ

ればまとまった個数も対応しています。結婚披

露宴で、一度に300個の注文をいただいたこと

もあります。

　４年前からくずもちの製造、販売も始めまし

た。もともと祖母と母が得意としていたお菓子

を復活させたものです。

　くずもちは、本土では本くずを使いますが、沖

縄では芋くずを使います。祖母や母が作ってく

れた「もっちり」とした食感と黒糖の風味にあふ

れる味を思い出しながら、一心に再現に取り組

みました。完成させるまでには試行錯誤の連続

で、だいぶ時間がかかりましたが、それだけに他

にはない独自のくずもちができあがったと思い

ます。今では売り切れの日も出るくらい人気の

商品になり、苦労したかいがあったと感じてい

ます。

　私たちの天妃前まんじゅうは、家庭で召しあ

がっていただくほか、法事の際や模合などの集

まりの茶菓子としてよく買っていただいていま

す。１年のうちでは、清明祭やお盆などの行事の

際にたくさんのお客さまがいらっしゃいます。

本土からのお客さまもけっこう多いですよ。リ

ピーターが増えてきたのが嬉しいですね。

　店舗には、飲食のできる小さなコーナーを設

けています。若い女性のお客さまを中心に、お孫

さんと一緒に来られる年配のお客さまも多く、

幅広いお客さまに来店してもらえる楽しい空間

になっています。

　曾祖母が伝えてくれた天妃前まんじゅうのお

かげで今の私たちがありますし、祖母、母、私た

ちと代々つながる絆を感じています。ですから、

私たちは受け継いできた味を変えることなく、

大事に次に伝えていくことが大切だと考えてい

ます。

　９月12日から県立博物館で「久米村（クニン

ダ）」展示会が始まります。そこでゆかりのある

お菓子として、私たちのまんじゅうを提供する

ことになりました。歴史の物語に参加させてい

ただき、とても感謝しています。

（レポート：常務取締役　照屋 正）

蒸し器で蒸しあがったところ

県産黒糖をたっぷり使った「もっちり」食感のくずもち

那覇市泉埼の「ペーチン屋」
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　「人体を構成する全タンパク質のうち、結

晶化できるのは20%のみだと推定されてい

ます。このことはつまり、残りの80%は既存

の技術では構造解析できないということで

す。私はこの限界を越えたいと思っていま

す」と語るのは、構造細胞生物学ユニットを

率いるウルフ・スコグランド教授です。これ

まで、製薬会社ではヒトの細胞の表面にあ

るタンパク質の構造解析を通じて、そのタ

ンパク質に結合するような化合物を設計

し、宿主細胞に侵入しようとするウイルス

やバクテリアの侵入を食い止める医薬品の

開発を目指してきました。その際、タンパク

質の３次元構造を観察するために一般的に

用いられてきた手法がタンパク質の結晶化

です。一方、スコグランド教授は、タイタン

（巨人）と名付けられた高性能な電子顕微鏡

を使って、生体分子をありのままの状態で

瞬間凍結し、何百もの角度から写真を撮っ

て、それぞれの生体分子がとっている様々

な形態の３次元画像を作成します。結晶化

すると、生体分子はある特定の結晶化構造

をとりますが、スコグランド教授の手法で

は、分子が生体内で実際にとっているあら

～沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて～

研究紹介第4回：OIST発ベンチャー第一号の誕生―創薬に新しい基盤技術を

ウルフ・スコグランド教授が率いる構造細胞生物学ユニットでは、顕微鏡による観察とコンピューティングを

組み合わせ、分子および細胞構造を３次元で可視化する技術を確立しました。加速電圧300 kVの分子構造解

析電子顕微鏡Titan Kriosを用いて、高分子の動態を解明したり、これらの高分子同士がどのように結合し、

相互に作用し合うかを研究しています。この研究は、タンパク質結合の分子的な詳細、ウイルスの構造、および

細胞膜における受容体の相互作用を明らかにするため、ドラッグ・デリバリーに応用できる可能性があります。

ウルフ・スコグランド教授

新時代の教育研究を切り拓く

寄　　稿

ウルフ・スコグランド教授が開発した３次元可視化技術は、これまで推測の域を出なかった

タンパク質の機能を明らかにし、個別化医療に新たな道筋をつけようとしています。
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ゆる形を可視化し、分子のダイナミクスま

でも解析することが可能になります。同ユ

ニットは、電子線トモグラフィー（MET）と

呼ばれるこの技術と、自ら開発したソフト

ウェアを駆使することで、これまで撮影さ

れた世界で最も小さいタンパク質の３次元

画像の作成に成功しています。

　「何年にもわたってタンパク質について

調べてきた研究者が初めて３次元画像を見

た時に口にする言葉は『これは何だ！？』で

す」とスコグランド教授は言います。こうし

たエピソードをまさに物語る研究が、スコ

グランド教授がオーストラリアのブリスベ

ン在住の研究者、ロバート・パートン教授と

ともにすすめるプロジェクトです。パート

ン教授は、多くの動物細胞にあるカベオラ

と呼ばれる、細胞表面の柔軟な凹みについ

て研究しています。カベオラはカベオリン

と言うタンパク質によって形成されます。

　カベオリンが細胞内に多く存在すること

に興味を持ったパートン教授は、より詳し

い観察をスコグランド教授に依頼しまし

た。すると、カベオリンが20面体のような

特殊な形をしていることがわかりました。

つまり、カベオリンは頑丈な構造をしてい

るのです。カベオリンは人体の全細胞で毎

日数千個も作られ、使われるため、人体の組

織を自由に移動できることも分かりまし

た。カベオリンがドラッグデリバリーに役

立つ可能性には驚くべきものがあります。

　現在行われる治療には厳しい限界があっ

て、例えば、がん腫瘍を殺すために患者に放

射線を照射すると患者自身が衰弱してし

まったり、一部の腫瘍は外科手術が不可能

であったり、処方薬に有効成分を封入した

微細カプセルが早期破裂して組織に大量投

薬してしまい患者の肝臓に打撃を与えてし

まったりということが起きます。それに対

して、壊れにくいカベオリンナノパッケー

ジを利用した特異性の高いドラッグ・デリ

バリーでは、標的となる患部に到達してか

ら化学物質を放出することができます。

　このような技術を足がかりに、OIST発ベ

ンチャー第一号として、沖縄プロテイント

モグラフィー株式会社（代表取締役社長：亀

井朗）が本年6月25日に設立されました。同

社は、OISTが所在する沖縄県恩納村を拠点

に国内外の市場に向けて 受託解析事業を

展開します。「これはブレイクスルーを起こ

す新しい技術です。創薬のための新しい基盤

ヒトの表皮から採取した薄片の角質層構造。

ウルフ・スコグランド教授が確立した技術により、

脂肪分子がきれいな配列で角質層を形成していることが

明らかになった。

細胞膜と同化しているカベオラ（矢印）

および2つの細胞内に浮遊するカベオラ。

小さな窪みのようなかたちから、発見者によって

小さな洞窟を意味するカベオラと名付けられた。

沖縄科学技術大学院大学の取り組みについて
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技術に成長していければと思っています」と

スコグランド教授は語っています。

　今回OIST構造細胞生物学ユニットから

沖縄プロテイントモグラフィー（株）に移転

されるのは、電子線トモグラフィーと呼ば

れる電子顕微鏡を用いた３次元再構成法

と、同教授が独自に開発した３次元構造解

析プログラム（COMET）を組み合わせた、

タンパク質などの生体高分子の多様な構造

を１分子レベルで可視化する基盤技術（プ

ロテイントモグラフィー技術）です。現在の

解像度は、約1.5ナノメートルに達してお

り、今後も飛躍的な向上が見込まれていま

す。スコグランド教授の技術では、タンパク

質などの生物試料を結晶化することなく観

察できるので、解析期間が大幅に短縮し、費

用も安価におさえることができます。また、

１分子レベルでの可視化が可能なため、結

晶化が困難な大型のタンパク質複合体を含

め、これまで解析が不可能であったタンパ

ク質の構造やその変化も明らかにすること

ができます。

　タンパク質構造解析の究極の目的は、治

療に適した新しい医薬品をデザインするこ

とです。本技術を創薬プロセスのあらゆる

ステージで活用することによって、プロ

ジェクトを評価する判断材料を製薬企業な

どに提供し、医薬品のより効率的な開発に

寄与できるといえます。今後沖縄プロテイ

ントモグラフィー株式会社は、OIST発の最

先端技術を核として、沖縄県の自立的発展

に寄与するグローバル企業を目指していき

ます。

OISTでは産業界との連携を行っています。詳細は事業開発セ

クション 098(966)2294 までお問い合わせください。

OISTの研究活動についてより詳しくお知りになりたい方は

www.oist.jp をご覧下さい。

左図は沖縄プロテイントモグラフィー株式会社（沖縄PT）が提供

する画像解析技術によって得られた免疫グロブリンの立体像で

す。上段（黄色）で示しているのは、得られた像を縦軸を中心にし

て90度毎に回転させています。下段は、その像にX線結晶構造解

析によって得られたリボンモデル（緑・青）を重ねた像です。タン

パク質は非常に柔軟な構造を持っており、個々の分子の違いを解

析することは生体内でのタンパク質の機能を理解する上で非常

に重要です。沖縄ＰＴの提供する技術では、一つ一つの分子を観

察・解析することができる非常に有効な技術です。

分子構造解析電子顕微鏡 Titan Krios

寄　　稿
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　沖縄観光コンベンションビューロー（ＯＣＶＢ）は、県が定める観光振興施策「ビジッ

トおきなわ計画」に基づき展開する海外誘客宣伝事業「沖縄観光国際化ビッグバン事業」

を積極的に推進。昨年、外国人観光客が過去最高の62万人に達するなど着実な成果を挙げ

ています。

「Be.okinawa」
世界の観光地では、象徴的なロゴ等を設定し浸透させることで、ブランド力すなわち人々

の心にその地の魅力を植え付けるとともに、触れた時に反応させる力を高めることに注力

しています。上記の「Be.okinawa」はそうしたキーコピー・ロゴとして、世界15カ国17

地域で実施した市場特性調査を踏まえ、観光産業に携わる多くの事業者の皆様と共に決定

しました。

　また、多言語対応の観光情報発信などを

通じて外国人観光客の利便性向上や安心・

安全に寄与するとともに、インバウンド関

連事業者（および県民）との連携強化を図

り、官民一体となった外国人観光客の受入

体制の強化を図っています。

　さらには観光従事者のみならず県民がお

もてなしの心をもって国内外の観光客を迎

え入れる気運の醸成を図っています。

～沖縄観光コンベンションビューローの取り組みについて～

企業向けにさまざまなサポー
トを行っています

　ＯＣＶＢは、沖縄21世紀ビジョンで掲げ

られている「世界水準の観光リゾート地の

形成」にふさわしい、世界における沖縄ブ

ランド定着のため、年々増加する外国人観

光客の満足度の向上を柱に、受入環境の整

備や国際化に対応できる人材の育成支援な

どを行っています。

外国人観光客の受入体制の整備に向けて

沖縄観光コンベンションビューローの取り組みについて
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　以下では、外国人観光客受入体制構築サ

ポート事業について紹介します。

外国人観光客受入体制構築サ
ポート事業について

翻訳支援事業

（過去2年間で約150社が活用！）

　外国人観光客受入にあたり翻訳が必要な

作成物（パンフレット、メニュー、ＨＰ

等）の翻訳費用の一部を支援しています。

○平成26年5月20日～平成27年2月13日

　

○１言語１件につき上限10万円とし、１

事業者3件まで助成可能。

○飲食施設、宿泊施設、物販施設、観光施

設、交通機関（バス・タクシー等）、他

Wi-fi設置支援事業

（過去2年間で約230社が活用！）

　外国人観光客が無料で利用できるWi-fi機
器設置にかかる費用の一部を支援していま
す。

○平成26年5月20日～平成27年2月13日

○アクセスポイント数１～３カ所10万円

○アクセスポイント数４～10カ所20万円

○アクセスポイント数11カ所以上30万円

○飲食施設、宿泊施設（ホテル、民宿等）

レンタカー営業施設、観光物販施設、観

光施設、他

海外セールスコール支援（過去2年

間で約500件以上を支援！）

　沖縄への外国人観光客誘致を目的とした
海外セールス活動にかかる費用の一部を助

成しています。

○平成26年４月1日（沖縄出発）～平成27

年2月28日（沖縄到着）

○台湾、韓国、中国の各都市など…５万円

○タイ、シンガポール、マレーシアなど…８万円

○欧州、北南米、オセアニアなど…15万円

申請受付期間

申請受付期間

期間

助成上限額（1人あたり）

助成金額

助成上限額

助成対象者

助成対象者
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○沖縄県、ＯＣＶＢが参加募集する旅行博

や商談会等・・回数制限なし

○上記以外の自社独自によるセールス活動

…年度内５回まで

○宿泊施設、観光施設、ダイビング会社、

レンタカー会社、ブライダル業者、他

※１回のセールス活動に対し１社２名まで

を支援の対象とする。

多言語コールセンター

　外国人観光客専用の公共サービス。観光

案内や通訳サービス、災害時の対応などを

電話・メール・ＳＮＳで行っています。通

話代以外は無料。

英　語　0570-077201（または098-851-7286）

中国語　0570-077202（または098-851-9356）

韓国語　0570-077203（または098-851-9554）

対応時間

9:00～21:00

（2014年4月1日～2015年3月31日）

インバウンドに関する情報収集

　外国人観光客の受入（インバウンド）に

取り組む企業をサポートしています。

○無料メルマガ

　外国人観光客インバウンド関連情報を配

信中。海外事務所長コラムや各種統計資

料などを無料配信しています。

○外客インバウンド連絡会

　外国人観光客の誘客、受入に関してのヒ

ントをお伝えする連絡会を開催していま

す。（年3回、無料）

○外国人観光客受入に関する実態調査

　沖縄県内の事業者2,613事業所（宿泊

業、観光施設、土産品等）を対象に外国

人観光客の受入実績、課題点などを徹底

調査しています。

○外国人観光客受入サポートツールの無料

配布

　観光パンフレット、地図、ポスター

　外国人観光客接遇マニュアル

　受入ブック

  （沖縄でのマナー、常識、風習等を

　 紹介）

　沖縄観光安心安全ガイド

交付回数

助成対象者

▽
▽

▽
▽

沖縄観光コンベンションビューローの取り組みについて
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〔お問い合わせ先〕

一般財団法人　沖縄観光コンベンションビューロー

国内事業部　受入推進課　インバウンドチーム（比嘉、パッカレ）

〒901-0152　沖縄県那覇市小禄1831番地１　沖縄産業支援センター2階

TEL：098-859-6129　FAX：098-859-6221　E-mail：inbound@ocvb.or.jp

全ての情報をここでチェック！

「沖縄インバウンドネットnet．」

https://www.visitokinawa.jp/oin/

沖縄インバウンドnet.  検索

お気軽にお問い合わせください。

Tel.098―859―6129

多言語コールセンターポスター
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HALAL（ハラル）について（最終回）

日 本 貿 易 振 興 機 構
（ジェトロ）にて研修
中

那覇

上海
蘇州

ソウル

香港

シンガポール　　　　　　　

レポーター

赤嶺　友紀（琉球銀行）
vol.7

5

はじめに   

　みなさん、こんにちは。現在、日本貿易振興機

構（ジェトロ）において、研修中であります赤嶺

友紀（あかみね　ゆうき）です。

　今回で、「HALAL（ハラル）」（以下、ハラル）

についての説明は最終回となります。日本国内

での取組みやハラルブームの課題やリスクに

ついて説明していきますのでよろしくお願い

致します。

１．拡大する日本企業によるハラルの取組み

　前回は、東南アジア諸国からのイスラム教徒

の訪日客の増加を受けて、近年日本企業による

ハラルの取組みが活発になっていると説明し

ました。

　次表に日本国内でのムスリム対応事例をま

とめたので、参考にして下さい。

　宿泊業では、京都センチュリーホテルが、豚

肉やアルコール等を利用せず、ハラル認証を得

て、食材使用した京料理の「ムスリムフレンド

リー」メニューを提供しています。

　沖縄県内でも、ホテルゆがふいんおきなわが、

日本アジアハラール協会の指導を受けてメッ

カの方角を示す目印の設置場所の選定やお祈

り用のカーペットについての説明を受け、ムス

リム団体客への礼拝用スペースを提供してい

ます。また、ハラル食に関しては、お酒を入れた

コップなどは洗えば大丈夫だが、豚由来の物が

付着した食器は使用できないなど、豚肉やアル

コール類が他の食材と交わらないよう厳しく

指導を受けています。

ホテルゆがふいんおきなわで指導するサイード氏
（出所：日本経済新聞HP・上下とも）

※ムスリムフレンドリー＝ムスリム向けのメ
ニューがハラルである事を認証する呼称。
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vol.7
5

　また、インドネシア・マレーシアを中心に、日

本企業による海外での取り組みも広がりを見

せています。表2ではイスラム国への進出状況

をまとめました。

　飲食店では、イタリアンレストランのカプリ

チョーザがマレーシアに展開中の店舗でハラ

ル認証を取得し、パスタやピザに牛肉を使い、

ワイン由来のビネガーを避ける等の工夫をし

ています。

　大手スーパーのイオンはマレーシアにプラ

イベートブランド商品の開発会社を設置して

います。

　食品製造業では、キューピー㈱はキューピー

マレーシアを設立し、ハラル認証を取得したマ

ヨネーズなどの製品を展開しています。

　更に、ムスリム向け旅行コンサルタントのク

レッセントレーティング（シンガポール）が実

施した「ムスリム対応が整った旅行先」調査で

は、13年から14年にかけて日本の評価が2ラ

ンク上がっています。（次表3参照）

　これは空港の礼拝室設置やホテルでのハラ

ルメニュー提供など、ムスリム旅行客の好感を

得た事が要因となっています。

羽根が消えたキューピーのロゴ（右）

表1　国内でのムスリム対応事例

対応事例 企業名 特筆事項

ハラル認証取得

イスラム教等の教育実施

ムスリム顧客用の施設整
備　他 

工場設置 
  

販路拡大 
 

その他 

関西国際空港、
ホテルグランヴィア京都
加森観光（北海道）
ルスツリゾート（北海道） 
 
ハウステンボス
京都センチュリーホテル
ホテルスプリングス幕張
ホテルゆがふいんおきなわ 
  
千歳アウトレットモール
新千歳空港
関西国際空港
成田国際空港
ハウステンボス
奈良ホテル
大阪キャッスルホテル
ホテルJALシティー沖縄
沖縄都ホテル
新横浜ラーメン博物館
ハラル・デリ（東京都）
JCC（沖縄）

・ホテルクラウディア京都では、2013年6月にマレーシア・ハラルコーポレーション株
式会社（MHC）所管の「ローカルハラル認証」を取得。
※（これは世界的に最も通用度の高いマレーシアのハラル認証基準をベースに日本の環
境に合わせて作成したハラル基準。）     
     
・ホテルスプリングス幕張やホテルゆがふいんおきなわは、日本アジアハラール協会の
指導で、キッチンや食材などのハラル指導を受ける。    

・新横浜ラーメン博物館では、豚肉などの食材を使用しないラーメンを2013年７月よ
り６店舗で提供（ベジタリアンラーメン等のムスリムフレンドリーのメニューを提供、
non-pork、ベジタリアンメニューの提供）。
・ハラル・デリは観光客やビジネスマン向けのハラル弁当宅配を開始。

表2　イスラム国への進出状況
進出形態 企業名 特筆事項

有村屋（鹿児島）
宮坂醸造（東京都）
キューピー（東京）

トリドール（神戸市：丸亀
製麺）
レインズインターナショナ
ル（東京都：牛角）
カプリチョーザ（東京都）
ゼンショー（東京都：すき
家）
江崎グリコ（大阪）

イオングループ（東京都）

<宮坂醸造>
・2013年1月、西ジャワ州ブカシの味噌醸造工場で生産を開始。目標生産量は5年以内に1,000トン/年
・HACCPに基づいた認証とアルコールを使わず発酵を抑える方法で「ハラル」を取得予定。
・シンガポールでは健康食ブームを背景に日本食、味噌汁が浸透、インドネシアでも同様の現象が起
きると推測。
・今後は、中東等イスラム圏への輸出拠点としても活用。   

<トリドール>
・「丸亀製麺」ジャカルタ1号店を2013年1月開店。2017年末までにインドネシアで40店舗展開を目
指す。
食材の多くはインドネシア産、豚由来原料が混じった調味料は使っていない。インドネシアで数十店
開店できれば、次はイスラム圏への進出を目標。   

・マレーシアにプライベートブランド商品の開発会社を設置。
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２. ハラルにおけるリスク・課題について

　最後に、ハラルにおけるリスク・課題につい

て解説します。

　ハラル事業のプラス面が語られる一方で、

「ハラル市場攻略が盛んに叫ばれる割には、肝

心なマーケティングなど事業化調査（ＦＳ）は

なされていないに等しい、リスク管理もなけれ

ば販路開拓もできていない」との指摘もありま

す。

①「認証＝売れる」にあらず

　前回も説明しましたが、ハラル認証を取得し

たからといって、その製品をイスラム教徒がた

くさん買ってくれるという保証は何もござい

ません。日本企業はハラル対応と同時に、消費

者であるイスラム教徒にとって付加価値の高

い製品を提供していく事が重要になります。

　上記の通り、すでにハラル対応を本格的にし

ている日本企業は多くありますがハラル認証

はあくまでイスラム市場への出発点であり、製

品の差別化をいかに図れるかがポイントとな

るかと思います。

　イスラム・ビジネスのプラットホームをモッ

トーとして活動するハラル・ジャパン協会（東

京都豊島区）の佐久間朋宏・代表理事は、日本企

業はハラル認証取得に熱心な半面、ビジネスの

基本であるはずのマーケティングをおろそか

にしている事が多いと指摘しています。

②宗教とビジネスが直結

　もう一つ、重要なのが、ハラル認証とは基本

的にイスラム教の宗教活動の一環であるとい

うことです。ハラル製品を売り込む為には、イ

スラム教徒の文化や生活慣習をしっかり理解

したうえで製品開発及び販売する事が大事に

なります。

　ハラルに詳しい食品企業経営者からは、現在

のハラル・ブームについて、ハラルに対して十

分な理解ができていないまま下手に扱い、その

結果イスラム教徒の信頼を失うようなことに

なれば、取り返しがつかないとも話しています。

日本企業は既存の自社製品のハラル対応だけ

の取組みだけではなく、イスラムの生活慣習や

文化を積極的に捉え、自社製品の付加価値向上

を目指した取り組みが必要となります。

③ムスリム観光客誘致の取組み

　日本では特に2020年の東京オリンピック開

催に向けて日本全体において空港や有名な観

光地を中心に急速に受け入れ準備がすすんで

いるかと思われます。個別の観光地や宿泊施設

が単独で対応準備をするのではなく、地域全体

の取組み課題として対応していく事が重要か

と思います。

　ハラルに対する認識・理解もその一つであり、

今後日本がムスリム客を受け入れ、実際に観光

地で消費していただく為にも、ハラルに対する

認識を深め、対応におけるリスクや難しさ、宗

教上の理解も踏まえた上で、取り組んでいく事

が重要といえます。

最後に

　以上はマレーシアでのNNA.ASIAの記事

【挑戦ハラル】消費促すおもてなしを模索：京都、

寺院や食が観光資源［観光］（ 2014. 07.25付）、

同じく【挑戦ハラル】ハラルがはらむリスク：認

証団体乱立、弱い市場調査［経済］（2014.07.14

付）をもとにまとめました。

　次回も、皆様が興味・関心を持って頂けるよ

うなトピックをご紹介したいと思います。

よろしくお願いいたします。

【参考資料】

ハラルビジネスの現状と可能性（抜粋）

http://news.bussan-oita.jp/press/2829.ht-

ml

ムスリム観光客誘致の取組み

http://www3.keizaireport.com/re-

port.php/RID/200134/

ハラール市場へのエントリー戦略

http://www3.keizaireport.com/re-

port.php/RID/201614/

2013 年 2014 年
順位
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12

点数※
8.3
6.3
6.1
5.9
5.6
5
4.7
4.5
4.5
4.2
4.1
3.9
3.9

国・地域
マレーシア☆
シンガポール
インドネシア
タイ
インド
パキスタン☆
オーストラリア
香港
中国
フィリピン
ニュージーランド
日本
台湾

順位
1
2
3
4
5
6
7

9
10
11

13

点数※
8.4
6.5
6.4
5.5
5.4
5.2
4.8
4.8
4.6
4.5
4.3
4.3
4.2

国・地域
マレーシア☆
インドネシア
シンガポール
タイ
インド
パキスタン☆
オーストラリア
香港
中国
日本
フィリピン
台湾
ニュージーランド

※飲食店やホテル、空港などのムスリム対応を 10 点
　満点で総合評価
☆はイスラム協力機構 (OIC）加盟国
出所：crescent Rating の資料を基にNNA作成

表3 ムスリム対応した旅行先ランキング
　　 （アジア・オセアニア主要国・地域）
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「りゅうぎんビジネスクラブ事務局」（琉球銀行コンサルティング営業部内）

TEL：098-860-3817（担当：赤嶺、真栄城）までお願いいたします。
1 別途りゅうぎんビジネスサイトへの申込（無料）が必要になります。
2 審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

お問い
合わせ

RYUGIN 
BUSINESS 
CLUB
りゅうぎんビジネスクラブ

りゅうぎんビジネスクラブ
入会のご案内

　琉球銀行の経営理念である「地域から親しまれ、信頼され、地域

社会の発展に寄与する銀行」を実践するべく、お取引先企業への情

報支援サービスの提供を目的に会員制組織「りゅうぎんビジネス

クラブ」を設立し、各種セミナーの開催や情報のご提供、県外での

商談会など様々なサービスを実施しております。

サービスの
ご 案 内

そ の 他 の
サ ー ビ ス

ビジネスクラブ会員企業トップと弊行
役員との親睦の場を兼ねたトップセミ
ナーや実務セミナーに無料で参加いた
だけます。
【最近の実績】
H25.10.17 人材育成セミナー（経営者層向け）
H26.２.５ 北川正恭氏「トップセミナー」
H26.５.22 リーダーシップ強化セミナー（若手リーダー向け）

■各種セミナーの開催による情報等の提供
企業経営者や経営幹部を対象にした、
ビジネススクールの運営を実施してお
ります。
※別途受講料が必要になります。
【著名な講師例】
・第1期　酒巻 久 　キヤノン電子㈱社長
・第2期　鈴木 喬　 エステー㈱会長
・第3期　出口 治明 ライフネット生命保険㈱会長兼ＣＥＯ
・第4期　宗次 　二 ㈱壱番屋   創業者特別顧問

■「りゅうぎんマネジメントスクール」の開講

企業運営に有益な情報が盛り込まれた
「経営参考小冊子」をお届けいたします。

【内容例】

・部下をやる気にさせる上司のひと言

・どんな仕事もうまくいく「気づかい」の習慣

■「経営参考小冊子」の定期配送
税務・会計・法務・人事・労務など、経営のお役
に立つ情報レターを毎週FAX配信いたします。

【内容例】

・「最少時間」で「最高の結果」を出す！

・若手社員向け・簡単な「経営指標」の見方

■「りゅうぎんビジネスフラッシュ」定期配信

公認会計士・税理士・司法書士・中小企業
診断士・社会保険労務士・行政書士など
の各種専門家を無料で派遣し、会員企業
様の「経営課題」に対し、会員企業様・専
門家・琉球銀行が一体となって取り組む
サービスです。
※1社につき年1回ご利用になれます。

「会員専用サイト」を利用した、タイム
リーな各種経営情報の提供をおこなっ
ております。

【内容例】

・産業別ニュース21　・ビジネスレポート

・経営課題解決ナビ　・ビジネスマッチング

■専門家派遣サービス

■融資利率の優遇
りゅうぎんビジネスクラブ会員企業の皆様に一部融資商品（ベストサポーター、順風満

帆）について、融資金利の優遇を実施しております2。詳細は取引店担当者にお問い合わ

せ下さい。

「りゅうぎんビジネスクラブ入会申込書」及び「りゅうぎんビジネスサ
イト利用申込書」に必要事項を記入の上、取引店担当者に提出下さい。

入会金は不要です。

年会費は20,000円です。　※お申込月の翌々月4日ご指定口座より引落となります

■りゅうぎんビジネスサイトによる
　経営情報等の提供1

りゅうぎんビジネスクラブ
入会申込方法

年会費 20,000円

1

2
3
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RYUGIN 
BUSINESS 
CLUB
りゅうぎんビジネスクラブ

第4期「りゅうぎんマネジメントスクール（第5回）」を開催しました

りゅうぎんビジネスクラブ
レポート

　りゅうぎんビジネスクラブ（代表 金城 棟啓）では、平成26年8月14日（木）に沖縄県立博物

館にて、第4期「りゅうぎんマネジメントスクール」の第5回を開催致しました。

　当スクールは、当行お取引先の経営者や後継予定者、経営幹部の方を対象に、企業経営に必

須な知識の習得を目的としたビジネススクールで、4月から9月まで全6回8講義を行います。

　今回は事業承継をテーマに、「社長と幹部社員のための実践経営学」と題し、株式会社国際後

継者フォーラム 代表取締役の二条 彪（にじょう たけし）氏にご講義いただきました。

　二条氏は、父親が他界したことにより20代で婦人服専門店チェーンの二代目社長となり、数

年で破綻に至ったという自らの経験を基に、社長や幹部社員のあるべき姿勢や心構えについ

て話されました。

　「社長の役割は社員に夢と希望と勇気を与えることで、幹部社員の役割は献策し、社長を最

後まで支えること」、「“すべては顧客のために”という意識と、“自社の景気は自分で作る”とい

う強い気持ちを持つことが大切」等、会社を引き継ぐことの難しさを知る二条氏だからこそ語

れる内容に、受講生からは「これからどう考えていけばよいか、良い指標になった」「また是非、

二条氏の講義を受講したい」等のお言葉を多くいただきました。

会場の様子

テーマ

事業

承継

講　師

グループディスカッションの様子

講義タイトル

「社長と幹部社員の
ための実践経営学」

㈱国際後継者フォーラム
代表取締役 二条彪氏

コンサルティング営業部内　りゅうぎんビジネスクラブ事務局　赤嶺・真栄城

第4期りゅうぎんマネジメントスクール（第5回）

講義中の二条氏
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行政情報■57

平成２６年度沖縄地域知的財産戦略本部会合
開催について
～中小・ベンチャー企業の知的財産意識の定着に向けて～

沖縄総合事務局経済産業部の最近の取組について

　政府は、地域における知的財産に関する普及啓
発や戦略的に知的財産を活用するための環境を整
備するため、沖縄総合事務局を始め全国９箇所に
官民からなる「地域知的財産戦略本部」を設置し、
地域の特色やニーズを踏まえた知的財産戦略推進
計画を策定するなど、地域における知的財産の総
合的な支援をおこなっております。
　沖縄地域においても、平成17年8月に同本部が
設置され、自治体等の関係機関の実施する施策や
活動を奨励し、地域の事情や課題等の情報を共有
しながら、中小企業全体の知財におけるマインド
の向上とレベルの底上げに資する施策を展開して
います。

◆「第1回沖縄地域知的財産戦略本部会合」の
開催概要◆
　6月16日(月)、沖縄総合事務局は、平成26年
度第1回沖縄知的財産戦略本部会合を開催いた
しました。本会合の議事に先立ち、本部長（経
済産業部長）から、知的財産はイノベーション
を促進させる重要なツールのひとつであり、沖
縄の成長産業戦略の基本コンセプトでもあるア
ジアゲートウェイには欠かせない要素であり、
関係機関がこれまで以上に知的財産に関する議
論を深める必要があると挨拶がありました。
　今次会合では議案として平成25年度事業報
告及び平成26年度事業計画が審議・承認されま
した。本部員からは、「沖縄大交易会に関して、知
財事業との連携を今後も継続してもらいたい」、
「知財分野について企業経営者や社員に向けた
情報発信・共有の仕組みが重要」との意見があり
ました。

　今回は、特許庁から「最近の知的財産政策と
中小企業支援策の概要」について、沖縄科学技
術大学院大学（以下「OIST」）から「OISTに
おける知財等の状況」について、県外企業から
知的財産活用成功事例についてそれぞれご講演
もいただきました。

写真：本会合の様子

◆今後の展開◆
　経済産業部では、中小企業の海外展開を知的
財産の観点から後押しするための「海外展開支
援セミナー」や開放特許を利用して企業間のマ
ッチングを図り新たなビジネスモデルを構築す
るための「知的財産ビジネスマッチング事業」
等の知財普及啓発事業を実施していく予定です。
　沖縄地域は製造業の集積が少なく知的財産活
動を実践する実務者が不足し、知的財産制度に
対する関心も低いことから、引き続き企業にお
ける知財実務者を対象とした支援に注力してい
く必要があると考えています。また、経営者や
社員に対して情報発信・共有する仕組みや知財
人材の育成も重要な課題であることから、同本
部の活動が、自治体や公的支援機関及び経営者
等との取組を共有する場として活用され、沖縄
地域における知的財産権制度の普及促進される
ことを期待しています。

＜本部委員（★本部長）＞

牧野　守邦　内閣府沖縄総合事務局　経済産業部長（★）

下地　明和　沖縄県　商工労働部長

川満　光行　沖縄県商工会連合会　専務理事

仲田　秀光　沖縄県商工会議所連合会　常任理事

桑江　修　　公益財団法人沖縄県工業連合会　専務理事

屋比久盛敏　公益財団法人沖縄県産業振興公社　専務理事

多和田眞吉　国立大学法人琉球大学　産学官連携推進機構　知的財産部門長

玉城　昇　　株式会社沖縄TLO　代表取締役

羽立　幸司　日本弁理士会九州支部　支部長

大久保秀人　えるだ法律特許事務所　弁理士

三澤　孝　　独立行政法人中小企業基盤整備機構　沖縄事務所長

石田　達也　独立行政法人日本貿易振興機構沖縄貿易情報センター所長

22



行政情報■57

内閣府沖縄総合事務局
経済産業部

■本記事に関するお問い合わせについて
　内閣府沖縄総合事務局経済産業部
　特許室

TEL：098-866-1730
http://ogb.go.jp/move/okip/

◆知的財産とは◆
　エジソンやライト兄弟､ベル､平賀源内といっ
た発明家に代表されるように、私たちが普段生
活の中で何気なく使っている携帯電話､テレビ､
カメラ等の生活用品のほとんどが発明と深い関
わりを持っています。発明やアイデアは知的財
産の中のひとつであり､人間の幅広い知的創造活
動によって生み出されたもの、その権利を総称
して知的財産権と呼びます｡その知的財産権のう
ち特許権､実用新案権､意匠権､商標権の4つの権
利を産業財産権と呼び､特許庁がその審査･権利
の付与、沖縄総合事務局特許室が制度の普及・
啓発活動を行っています。
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種別：公共　民間　3セクうるま市

事業主体

事業目的

事業概要

事業期間

主体名：沖縄県（沖縄振興特別推進交付金事業）
所在地：沖縄県商工労働部情報産業振興課　那覇市泉崎１－２－２　電話: 098-866-2503

関係地域

平成24年度～平成27年度

沖縄クラウドデータセンター（仮称）施設：延べ床面積約7,200㎡
県内データセンター間ネットワーク：約150Km（ループ構成）
沖縄国際海底ケーブルネットワーク：敷設距離約360Km

沖縄型クラウド基盤構築関連事業事 業 名

vol.55

県内の情報通信基盤の核となる、沖縄クラウドデータセンター（仮称）と県内データセンター間ネット
ワークを整備するとともに、県外・海外向けの情報通信基盤の核となる沖縄国際海底ケーブルネット
ワークを構築することで、新たな高付加価値クラウドサービスの創出や国内外のバックアップ／リス
ク分散化拠点の形成を促進し、県内情報通信関連産業の高度化・多様化・活性化を図るものである。

事業規模

経 　 緯

現況及び
見 通 し

【沖縄クラウドデータセンター（仮称）施設整備】
　クラウド･コンピューティング等の新たな高付加価値サービスの創出や国内外データの
バックアップ／リスク分散化拠点の形成を目指して沖縄クラウドデータセンターを整備
　平成25年度：整備に着手
　　データセンター棟　　　延べ床面積：約 3,800㎡　ＲＣ造２階建て
　　エネルギー棟　　　　　延べ床面積：約 800㎡　鉄骨造１階建て
　　ビジネス棟　　　　　　延べ床面積：約 2,600㎡　ＲＣ造２階建て
【県内データセンター間ネットワーク構築】
　沖縄クラウドデータセンター（仮称）を中心に、浦添、宜野座、名護の各データセンターと各
拠点（沖縄ＩＴ津梁パーク、沖縄科学技術大学院大学）を接続したネットワーク（沖縄クラウ
ドネットワーク）を構築
　平成24年度：東回りルート：約80Kmを整備
　平成25年度：西回りルート：約70Kmを整備
【沖縄国際海底ケーブルネットワーク構築】
　アジア－沖縄－首都圏間を海底光ケーブルで接続したネットワーク（沖縄国際海底ケーブ
ルネットワーク）を構築
　平成26年度：海底ケーブル敷設：約360Km
　平成27年度：沖縄国際海底ケーブルネットワークの20年使用権購入

【沖縄クラウドデータセンター（仮称）施設】
　平成24年度：基本設計、実施設計
　平成25年度：工事着工
【県内データセンター間ネットワーク】
　平成24年度：基本調査、工事着手
　平成25年度：一部供用開始
　平成26年度：全面供用開始
【沖縄国際海底ケーブルネットワーク】
　平成25年度：基本調査
　平成26年度：海底ケーブル敷設着手

・沖縄クラウドデータセンター（仮称）の工事着手がやや遅れたものの、沖縄クラウドネット
ワークの供用開始や海底ケーブル敷設事業への着手など順調に進んでおり、平成27年度中に
は、沖縄型クラウド基盤の構築が完了する見込み。

事 業 費 約130億円（3事業の合計）
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沖縄型クラウド基盤構築関連事業

vol.55

【沖縄クラウドデータセンター（仮称）施設】
　平成25年度：工事着工
　平成26年度：工事完成・供用開始予定
【県内データセンター間ネットワーク】
　平成26年度：全面供用開始
【沖縄国際海底ケーブルネットワーク】
　平成26年度：海底ケーブル敷設：約360Km
　平成27年度：沖縄国際海底ケーブルネットワーク供用開始予定

※県内データセンター間ネットワークは供用段階
熟 度

□構想段階　□計画段階　□工事段階　□開業・供用段階

進捗状況

（3図とも沖縄県商工労働部情報産業振興課提供）

沖縄クラウドデータセンターイメージ図

沖縄クラウドネットワークイメージ図 海底光ケーブルイメージ図

沖縄クラウドネットワーク

ＯＩＳＴ 名護ＤＣ

宜野座ＤＣ

沖縄クラウドＤＣ

ＩＴ津梁パーク浦添ＤＣ

首都圏

沖縄
香港

シンガポール

海底光ケーブル
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○今年で10回目の記念開催となる「宮古ア

イランドロックフェスティバル2014」が

６月21日に開催され、経済効果はこれま

でで最高の３億8,600万円となった。

○同イベントでは、これまで同様に全国的

に有名なアーティストなど計９組の出演

があった。観客動員数は約6,500人となり、

うち県外客が約2,400人、宮古島以外の県

内客が約900人と多くの観客の動員があ

り、宮古島最大の集客イベントとなって

いる。

○今年の経済効果である３億8,600万円を産

業別にみると、運輸業7,700万円、宿泊業

4,900万円、製造業4,500万円、飲食店4,300

万円などとなっている。

○同フェスティバルは、毎年多くの島外か

らの観客を誘客し、宮古島でも最大の集

客イベントとして宮古島の観光振興にも

大きく貢献している。

○一方、今後の課題として、離島での開催に

なることからコストがかかるため行政や

地元企業によるさらなる地域をあげた全

面的な支援、様々なイベントに対応でき

るような常設の野外ステージ建設などが

挙げられる。

要　　旨

特集宮古アイランド
ロックフェスティバル
2014 の経済効果

１. 宮古アイランドロックフェスティバル

　  2014の概要

　2014年６月21日に今年で10回目の記念開催

となる「宮古アイランドロックフェティバル

2014」が開催された。特に今年は10回目の記念

開催ということもあり、これまで以上に宮古島

島内だけでなく、県内外からも多くの集客があ

り、宮古島最大の集客イベントとなっている。

　同イベントはこれまで同様に全国的に有名

なアーティストの出演があり、今年は、「ケツメ

イシ」や「湘南乃風」、「Dragon Ash」、「ザ・クロ

マニヨンズ」、県内から「MONGOL800」や「かり

ゆし58」など計9組のアーティストの参加が

あった。

　観客数は約6,500人とこれまでで最多となり、

そのうち県外客が約2,400人、宮古島以外の県

内客が約900人となり、約半数は島外からの集

客であった。

　また、開催に先立って前夜祭が行われほか、

本イベント翌日には宮古島海中公園にて後夜

祭が行われた。
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２.「宮古アイランドロックフェスティバル

　  2014」経済効果の試算

（１）直接支出額の試算

　経済効果の試算にあたって、まず、島外の観客

による宿泊、飲食、交通費、娯楽レジャー、土産品

購入等の支出のほか観客によるフェスティバ

ル会場での飲食、グッズの購入などの直接支出

額を推計する。また、会場設営のための費用や広

告費など同イベントの開催に要した出費等の

直接支出があり、これらの直接支出額は合計す

ると２億6,400円であった。

（２）経済効果の試算

　ここで、（１）で得られた直接支出額をそれぞ

れ該当する産業別需要項目に区分し、2005年の

沖縄県産業連関表を用いて県内各産業への波

及効果も含めた経済効果を算出した。

まず、県内の産業全体の自給率は100％ではな

いため、（１）で求めた直接支出額に県内での自

給率を掛けて算出した額が２億2,100万円とな

り、これが直接効果となる。

　次に直接効果である宿泊費、飲食費、交通費、

会場設営費などが県内で支出されると、当該産

業だけでなく、こうした産業に原材料、サービス

等を提供している産業への売上増加へと波及
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していく。これを１次間接波及効果といい、これ

が１億600万円となる。

　さらに直接効果、１次間接波及効果において

各産業へ波及した効果は雇用者の所得へと結

びつき、これらの雇用者の所得が消費へと繋が

り、消費を通して各産業の生産を増加させてい

く。これを２次間接波及効果といい、これが

6,000万円となる。

　これらの直接効果、１次間接波及効果、２次間

接波及効果であるそれぞれの生産誘発額を合

計したものが、3億8,600万円となり、これが宮古

アイランドロックフェスティバル2014の経済

効果となる。また、これらの効果のうち、原材料

やサービス等の仕入れを除いた分が粗付加価

値（1億9,900万円）となり、この中で雇用者へ支

払った賃金等が雇用者所得（9,800万円）となる。

（３）産業別の波及効果

　今回の経済効果である3億8,600万円を産業

別にみると、運輸業の7,700万円(主に航空、タ

クシーによる移動等）が最も大きく、次いで宿

泊業の4,900万円、製造業の4,500万円(主に土

産品、食品加工を中心とした製造業）、飲食店の

4,300万円、商業の2,900万円などの順となって

いる。
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特集 宮古アイランドロックフェスティバル
2014の経済効果

３. まとめ

　今年で10回目の記念開催となった同フェス

ティバルは、観客数はこれまでで最多となり、

大きな経済効果をもたらした。当社ではこれま

で、同イベントの経済効果について今回を含め

5回試算しており、今回の経済効果である3億

8,600万円は過去最高となった。要因としては、

回を重ねるごとに宮古島以外からの県外客が

増加したことなどが挙げられる。このように同

フェスティバルは、毎年多くの島外からの観客

を誘客し、宮古島でも最大の集客イベントとし

て宮古島の観光振興にも大きく貢献している。

一方、今後の課題として、離島での開催になる

ことからコストがかかるため行政や企業によ

るさらなる地域をあげた全面的な支援、様々な

イベントに対応できるような常設の野外ス

テージ建設などが挙げられる。

以上

【補注】

本調査で使用した産業連関表について

　本件調査では、沖縄県の2005年産業連関表

を用いた。産業部門数で表示する部門表は産業

分類35部門表をベースにしたが、35部門表で

はイベントにおける主な支出項目である「宿泊

業」や「飲食店」等の部門が明示されていないの

で、これらの産業部門については、県が公表し

た基本分類表（404行×350列）から該当する業

種を抽出した。さらに、今回の分析において多

少統合しても不都合がない部門を当社で統合

し、本件調査の分析用に組み替えた。

　また、産業連関表における各産業部門の自給

率は、県内需要（＝県内居住者の需要）に対する

自給率であるため、移輸出（＝非居住者の需要）

は対象外となる。このため、統計上、移輸出であ

る「県外からの滞在者の支出（＝非居住者の需

要）」の経済効果を試算する際に、そのままの自

給率を用いると不都合が生じる。例えば、宿泊

業の自給率は、県内居住者の宿泊需要（県外旅

行等を含む）のうち県内宿泊部門を利用した割

合を意味するが、県内居住者の場合、県外宿泊

の支出額が県内宿泊の支出額より大きいため、

県内宿泊業の自給率は低くなる。しかし、イベ

ント関連の宿泊費や飲食費は全て県内で発生

するため、こうした支出に対して県内での自給

率が明らかに100％とみられる宿泊業、飲食店

などについては自給率を100％に設定し直し

て使用した。
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●りゅうぎん調査●

　７月の県内景気をみると、消費関連では、小売は、百貨店、スーパーは旧盆要因などか

ら前年を上回った。耐久消費財では、新車販売、電気製品卸売ともに消費税増税前の駆

け込み需要による反動などから前年を下回った。

　建設関連では、公共工事は国、県発注工事の大幅増により前年を上回った。新設住宅

着工戸数（６月）は貸家の増加などから引き続き前年を上回り、建設受注は、前年の反動

により前年を下回った。

　観光関連では、入域観光客数（６月、再掲）は国内客が増加となり、外国客も大幅に増

加したことから引き続き前年を上回った。主要ホテルは、稼働率、売上高ともに引き続

き前年を上回った。

　総じてみると、観光関連、建設関連が好調に推移しているものの、消費関連が消費税

増税前の駆け込み需要の反動により一時的に弱含んでいることから、県内景気は拡大

の動きが強まる中、一部に一服感がみられる。

景気は、拡大の動きが強まる中、一部に一服感　

消費関連では、新車販売が前年を下回る

観光関連では、ホテル稼働率、売上高が前年を上回る

県 内 の

景気
動向

概況 2014年７月

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他
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消費関連
　百貨店売上高は、食料品は前年よりも旧盆時期が早く、中元ギフト売場の早期展開や早期受注特典付
与といった販促効果などから増加し、衣料品も催事効果やクリアランスセールが好調に推移したこと
などにより増加し、３カ月連続で前年を上回った。スーパー売上高は、衣料品は前年を下回ったものの、
食料品は中元ギフト売場の早期展開や高付加価値ギフトを中心とした販促効果などから増加し、前年
を上回った。新車販売は、消費税増税前の駆け込み需要にともなう受注残の解消などにより３カ月ぶり
に前年を下回った。電気製品卸売販売は、エアコンは増加したものの、他品目が減少したことなどから
４カ月連続で前年を下回った。
　先行きは、小売では食料品を中心に堅調に推移するものの、一部の耐久消費財は弱含むものとみられる。

　公共工事請負金額は、国、県発注工事が増加したことから２カ月ぶりに前年を上回った。建築着工床
面積(６月)は、居住用の増加から２カ月ぶりに前年を上回った。新設住宅着工戸数(６月)は、貸家が増加
したことなどから５カ月連続で前年を上回った。県内主要建設会社の受注額は、前年の反動により公共
工事、民間工事ともに減少し４カ月ぶりに前年を下回った。建設資材関連では、セメントは前年をやや
上回ったが、生コンは、前年の反動や台風の影響などから前年を下回った。鋼材は公共工事向け出荷な
どから前年を上回り、木材は、消費税増税前の駆け込み需要による住宅建築関連工事向け出荷の増加な
どから引き続き前年を上回った。
　先行きは、公共工事の増加や企業の設備投資による建築需要の高まりなどから、引き続き好調な動き
になるものとみられる。

建設関連

　入域観光客数（６月、再掲）は、21カ月連続で前年を上回った。国内客、外国客ともに増加し、国内客は
８カ月連続で、外国客は２カ月連続で９万人を超え11カ月連続で前年を上回った。方面別では東京、関
西、中国本土、台湾、九州などからの入域が観光客数増加に寄与した。
　県内主要ホテルは、稼働率、売上高、宿泊収入ともに前年を上回った。主要観光施設入場者数は５カ月
連続で前年を上回った。ゴルフ場は台風の影響から入場者数、売上高ともに減少し、２カ月連続で前年
を下回った。
　先行きは、旺盛な旅行需要を背景に好調に推移するとみられる。

観光関連

　新規求人数は、前年同月比17.9％増と２カ月連続で増加した。有効求人倍率（季調値）は0.71倍と復帰
後最高を更新し、初の0.７倍台となった。産業別にみると、医療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業、卸
売業・小売業、製造業などで増加した。完全失業率（季調値）は6.2％と前月より0.7％ポイント悪化した。
　消費者物価指数（総合）は、食料、交通・通信などの上昇により前年同月比3.0％増と14カ月連続で前年
を上回った。
　企業倒産は、件数が４件で前年同月比５件減となった。負債総額は３億6,100万円となり、同66.7％の
減少だった。

雇用関連・その他

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向

消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

33



消

費

関

連

建

設

関

連

観

光

関

連

そ

の

他

（注1） 公共工事請負金額は西日本建設業保証株式会社沖縄支店調べ。建築着工床面積、新設住宅着工戸数は国土交通省調べ。

県内新規求人数、有効求人倍率は沖縄労働局調べ。入域観光客数、消費者物価指数は沖縄県調べ。企業倒産件数は東京

商工リサーチ沖縄支店調べ。Ｐは速報値。

（注2） 2012年５月より外国客の入域観光客数を掲載した。

（注3） 主要ホテルは、2013年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

（注4） 観光施設入場者数は、2011年１月より調査先を６施設から５施設とした。

（注5） 企業倒産の前年同月差は、月平均の前年同月差。 

2014.7 りゅうぎん調査

2014.5－2014.7
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項目別グラフ　単月 2014.7

項目別グラフ　3カ月 2014.5～2014.7
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消費関連
３カ月連続で増加 
・百貨店売上高は、前年同月比5.0％増と３
カ月連続で前年を上回った。食料品は、前
年よりも旧盆時期が早く、中元ギフト売
場の早期展開や早期受注特典付与といっ
た販促効果などから増加し、衣料品も催
事効果やクリアランスセールが好調に推
移したことなどにより増加した。家庭用
品・その他はリビング関連商品の動きが
鈍かったことなどから減少した。
・品目別にみると、食料品（同15.2％増）、衣
料品（同4.3％増）が増加し、身の回り品（同
8.7％減）、家庭用品・その他（同1.6％減）が
減少した。

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：沖縄県自動車販売協会

1 百貨店売上高（前年同月比）

2 スーパー売上高（前年同月比）

全店ベースは２カ月ぶりに増加  
・スーパー売上高は、既存店ベースでは前

年同月比4.7％増と前年を上回った。

・衣料品は、台風にともなう臨時休業など

から同0.9％減となったが、食料品は、中元

ギフト売場の早期展開や高付加価値ギフ

トを中心とした販促活動が功を奏したこ

となどから同5.4％増、家電を含む住居関

連も同4.0％増だった。

・全店ベースでは、5.5％増と２カ月ぶりに

前年を上回った。

出所：りゅうぎん総合研究所

３カ月ぶりに減少
・新車販売台数は5,756台となり、消費税増

税前の駆け込み需要にともなう受注残が

解消したことなどから前年同月比8.2％減

と３カ月ぶりに前年を下回った。

・普通自動車（登録車）は3,412台（同6.8％

減）で、うち普通乗用車は669台（同15.3％

増）、小型乗用車は2,588台（同9.9％減）で

あった。軽自動車（届出車）は2,344台（同

10.0％減）で、うち軽乗用車は1,940台（同

11.9％減）であった。

3 新車販売台数 （前年同月比）

※棒グラフは品目別寄与度

※棒グラフは車種別寄与度
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出所：沖縄県中古自動車販売協会　※登録ベース

出所：りゅうぎん総合研究所　（注）2010年4月より調査先が7社から4社となった。

4 中古自動車販売台数【登録ベース】

２カ月連続で増加
・中古自動車販売台数（普通自動車及び軽

自動車の合計、登録ベース）は1万6,804台

となり、軽自動車の堅調な需要などから

前年同月比0.7％増と２カ月連続で前年

を上回った。

・内訳では、普通自動車は6,376台（同5.1％

減）、軽自動車は10,428台（同4.6％増）と

なった。

４カ月連続で減少
・電気製品卸売販売額は、エアコンは伸長し

たものの、他品目が減少したことなどから

前年同月比9.6％減と４カ月連続で前年を

下回った。

・品目別にみると、ＡＶ商品ではテレビが同

6.9％減、ＤＶＤレコーダーが同4.0％減、

白物では洗濯機が同0.2％減、冷蔵庫が同

9.0％減、エアコンが同9.6％増、太陽光発

電システムを含むその他は同19.9％減と

なった。

5 電気製品卸売販売額（前年同月比）

※棒グラフは車種別寄与度

※棒グラフは品目別寄与度

●りゅうぎん調査●
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２カ月ぶりに増加
・公共工事請負金額は、466億7,400万円で

前年同月比18.5％増となり、国、県発注工

事が大型案件などから大幅に増加し、２

カ月ぶりに前年を上回った。

・発注者別では、国（同37.4％増）、県（同

73.4％増）が増加し、市町村（同1.0％減）、

独立行政法人等・その他（同29.8％減）が

減少した。

・大型工事としては、那覇空港滑走路増設

護岸築造工事、福地～宇出那覇導水管布

設工事、消防救急デジタル無線システム

整備工事などがあった。

出所：西日本建設業保証株式会社沖縄支店

出所：国土交通省

1 公共工事請負金額（前年同月比）

2 建築着工床面積（前年同月比）

２カ月ぶりに増加
・建築着工床面積（６月）は16万8,286㎡と

なり、前年同月比2.1％増と２カ月ぶりに

前年を上回った。用途別では、居住用は

同18.8％増、非居住用は同17.1％減と

なった。

・建築着工床面積を用途別（大分類）にみ

ると、居住用では、居住専用は増加した

が、居住産業併用は減少した。非居住用

では、製造業用などが増加し、運輸業用、

卸売・小売業用などが減少した。
出所：国土交通省

５カ月連続で増加
・新設住宅着工戸数（６月）は1,432戸とな

り、引き続き貸家が大幅に増加したこと

から、前年同月比34.1％増と５カ月連続

で前年を上回った。

・利用関係別では、貸家1,054戸（同45.0％

増）、分譲103戸（同255.2％増）、給与４戸

（全増）が増加し、持家271戸（同13.1％

減）が減少した。

3 新設住宅着工戸数 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

※棒グラフは用途別寄与度

※棒グラフは利用関係別寄与度

建設関連
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出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

4 建設受注額 （前年同月比）

４カ月ぶりに減少　　
・建設受注額（調査先建設会社：20社）は、

前年の大型案件の反動などから公共

工事、民間工事ともに減少し、前年同

月比23.8％減と４カ月ぶりに前年を

下回った。

・建発注者別では、公共工事（同12.4％

減）は７カ月ぶりに減少し、民間工事

（同30.1％減）は２カ月ぶりに減少し

た。

セメントは９カ月連続で増加、
生コンは２カ月連続で減少
・セメント出荷量は、７万549トンで前年

同月比0.2％増と９カ月連続で前年を上

回った。

・生コン出荷量は、13万9,590㎥で同11.1％

減と２カ月連続で前年を下回った。前年

の反動や台風接近などが影響した。

・生コン出荷量を出荷先別にみると、公共

工事では、空港関連や橋梁関連工事向け

出荷などが増加し、学校関連や庁舎関連

工事向けなどが減少した。民間工事では、

貸家関連工事向けなどが増加し、商業施

設や分譲マンション関連工事向けなど

が減少した。

鋼材は19カ月連続で増加、
木材は３カ月連続で増加
・鋼材売上高は、公共工事向け出荷や消費

税増税前の駆け込み需要による住宅建

築関連向け出荷などから、前年同月比

24.7％増と19カ月連続で前年を上回った。

・木材売上高は、消費税増税前の駆け込み

需要による住宅建築関連向け出荷など

から、同1.9％増と３カ月連続で前年を

上回った。　

5 セメント・生コン（前年同月比）

6 鋼材・木材 （前年同月比）

※棒グラフは発注者別寄与度

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向
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21カ月連続で増加
・６月の入域観光客数は、前年同月比13.9％
増の55万7,300人と、21カ月連続で前年を
上回った。国内客、外国客ともに増加し、う
ち国内客については同8.3％増の46万
1,800人となり８カ月連続で前年を上回っ
た。

・路線別でみると、空路は国内客、外国客と
もに増加し52万6,100人（同13.2％増）と21
カ月連続で前年を上回った。海路も国内客、
外国客ともに増加し、３万1,200人（同
27.9％増）と11カ月連続で前年を上回った。

出所：沖縄県観光政策課

1 入域観光客数【再掲】（実数、前年同月比）

2 入域観光客数【外国客、再掲】（実数、前年同月比）

11カ月連続で増加
・６月の入域観光客数（外国客）は、航空路

線拡充とクルーズ船寄港回数増加から、

前年同月比52.8％増の９万5,500人とな

り、２カ月連続で９万人を超え11カ月連

続で前年を上回った。

・国籍別では、台湾４万1,200人（同42.6％

増）、香港１万3,900人（同52.7％増）、韓国

１万1,400人（同78.1％増）、中国本土１万

1,800人(同168.2％増) 、アメリカ・その他

１万7,200人(同25.5％増)であった。

出所：沖縄県観光政策課

3 主要ホテル稼働率・売上高（実数、前年同月比）

稼働率は21カ月連続で増加、
売上高は８カ月連続で増加
・主要ホテルは、客室稼働率は86.1％と前年
同月比8.8％ポイント上昇し21カ月連続で
前年を上回った。売上高は同11.2％増と８
カ月連続で前年を上回った。

・那覇市内ホテルは、客室稼働率は81.3％と
同10.4％ポイント上昇し19カ月連続で前
年を上回り、売上高は同14.4％増と８カ月
連続で前年を上回った。リゾート型ホテル
は、客室稼働率は88.9％と同7.8％ポイント
上昇し21カ月連続で前年を上回り、売上高
は同10.4％増と８カ月連続で前年を上
回った。 出所：りゅうぎん総合研究所　（注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

観光関連
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出所：りゅうぎん総合研究所　（注）13年１月より調査先を19ホテルから25ホテルとした。

５カ月連続で増加
・主要ホテル売上高のうち宿泊収入は、宿

泊客室単価（価格要因）、販売客室数（数

量要因）がともに増加したことから、前

年同月比12.5％増と５カ月連続で前年を

上回った。

・那覇市内ホテルは、販売客室数、宿泊客

室単価ともに増加し、同25.9％増と５カ

月連続で前年を上回った。リゾート型ホ

テルは、宿泊客室単価は若干上昇し、販

売客室数が増加したことから、同10.5％

増と８カ月連続で前年を上回った。

4 主要ホテル宿泊収入 （前年同月比） ※棒グラフは客室数・単価別寄与度

出所：りゅうぎん総合研究所

出所：りゅうぎん総合研究所

5 主要観光施設の入場者数（前年同月比）

５カ月連続で増加
・主要観光施設の入場者数は、前年同月

比6.3％増となり、５カ月連続で前年を

上回った。

入場者数、売上高ともに
２カ月連続で減少
・主要ゴルフ場の入場者数は、台風の影

響から減少し、前年同月比5.3％減と、２

カ月連続で前年を下回った。県外客は

増加したが、県内客は大幅な減少と

なった。売上高は同1.4％減と２カ月連

続で前年を下回った。

6 主要ゴルフ場入場者数・売上高（前年同月比）

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向
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新規求人数は増加、
有効求人倍率（季調値）は上昇
・新規求人数は、前年同月比17.9％増となり

２カ月連続で増加した。産業別にみると、医

療・福祉、生活関連サービス業・娯楽業、卸売

業・小売業、製造業などで増加した。有効求

人倍率（季調値）は、0.71倍と復帰後最高を

更新し、初の0.7倍台となった。

・労働力人口は、68万6,000人で同0.3％減と

なり、就業者数は、64万5,000人で同0.2％減

となった。完全失業者数は４万1,000人で同

2.4％減となり、完全失業率（季調値）は6.2％

と前月より0.7％ポイント悪化した。
出所：沖縄労働局

（注）有効求人倍率は、2013年12月以前の数値について新季節指数へ遡って改訂した。

出所：東京商工リサーチ沖縄支店

1 雇用関連 （新規求人数と有効求人倍率）

2 消費者物価指数【総合】（前年同月比）

14カ月連続で上昇
・消費者物価指数は、前年同月比3.0％増と14

カ月連続で前年を上回った。生鮮食品を除

く総合は同2.9％増と上昇した。消費税増税

の影響により前年を大幅に上回った。

・品目別の動きをみると、食料及び交通・通信

などが上昇した｡

出所：沖縄県（注1）端数処理の関係で寄与度の合計は前年比と一致しないことがある。
　　　　　 （注2）2011年7月より2010年=100に改定された。

件数、負債総額ともに減少
・倒産件数は、４件で前年同月比５件減と

なった。業種別では、建設業３件（同１件

減）、小売業１件（同１件増）であった。

・負債総額は、３億6,100万円となり、同

66.7％の減少だった。

3 企業倒産

※棒グラフは品目別寄与度

雇用関連・その他
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出所：りゅうぎん総合研究所

4 広告収入【マスコミ】（前年同月比）

６カ月連続で増加
・広告収入（マスコミ：６月）は前年同月比

1.9％増となり、６カ月連続で前年を上

回った。新聞は前年を下回ったが、テレビ、

ラジオが前年を上回った。

※棒グラフはメディア別寄与度

●りゅうぎん調査●

県 内 の

景気
動向

出所：沖縄気象台

・平均気温は29.3℃と平年（28.9℃)より高く、

前年同月（29.4℃）より低かった。降水量は

494.0ｍｍと前年同月（4.5ｍｍ）より多かっ

た。

・沖縄地方は高気圧に覆われて晴れる日が

多かったが、上旬と下旬は台風の影響を受

け、荒れた天気となる日があった。

気象：平均気温・降水量【那覇】参考
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●りゅうぎん調査●
■ 沖縄タイムスに掲載のコラム
　 [注：所属部署、役職は執筆時のものです。  ]

資本性借入金
─ 企業の事業再生　円滑に ─
　金融機関による金融支援の手法の一つに「資本性借
入金」があります。資本性借入金とは、負債ではなく資
本とみなされる借入金のことで、赤字や債務超過など
の財務上の課題を抱えた企業の事業再生を円滑にする
手法です。
　類似した手法に「ＤＤＳ」（Debt Debt Swap）という
既存の借入金を返済順位の低い劣後借入金に切り替え
る取引がありますが、これも同様に一定の条件を満たせ
ば資本としてみなすものです。
　借入が資本としてみなせる要件は次のとおりです。①
原則として長期間償還不要な状態、具体的には償還期
間が５年超で原則一括償還であること。また、定時償還
の場合は長期の据置期間の設定が必要②金利設定は
業績に連動し配当可能利益に応じたものとし、企業が赤
字の場合は負担を生じさせないことが必要③法的破綻
時の劣後性が確保されていること。なお、無担保・無保
証人が原則で例外的に有担保・有保証人が認められる
―。これらの３点となっています。
　利用する企業のメリットとしては、長期の期限一括償
還が基本となるため資金繰りが改善され、業績が好転
するまでは金利負担が軽減すること。財務内容が良化し
経営改善が進めば、将来的に新規の融資が受けやすく
なることなどがあります。
　資本性借入金は、将来性や経営改善の見通しがある

企業の資本充実を図り、経営改善
につながる手法として、活用される
ことが期待されています。

琉球銀行企業支援部調査役
上里　英志

IRSへの報告対象となるお客さま「資本生借入金」による効果

ファトカ
─ 顧客情報を米側に報告─
　「ファトカ」とは、聞き慣れない言葉ですが、これは米
国の「外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）」の
ことです。
　米国人富裕層が米国外に資産を隠すことを防ぎ、米
国政府の税収の拡大を目的として2010年3月に成立
した米国の法律です。この法律は米国外の金融機関に
対して、顧客が米国人に該当するかの本人確認や、米国
人に該当する顧客の口座情報（名前、住所、口座番号、
納税者番号、口座残高等々）を、顧客の同意のうえでＩＲ
Ｓ（米国内国歳入庁で日本の国税庁に相当）へ報告する
ことを求めるものです。
　米国内の法律ですが、昨年6月に日米間で、ファトカ
実施に関する日米当局声明（国際的な税務コンプライ
アンスの向上及びＦＡＴＣＡ実施の円滑化のための米国
財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声
明）が合意されました。
　これにより、日本国内のすべての金融機関は、ファトカ
の枠組みに参加することになり、今年の7月1日からス
タートしています。対象者は、主に米国人等ですが、対応
を拒むと新規取引が出来ないばかりか、既往取引内容
もＩＲＳへの報告義務が生じます。詳細は金融機関窓口
でご確認下さい。
　今後は、米国のみならず、さまざまな国で同様の体制
が敷かれる可能性があります。金融機関の窓口では従来

の本人確認に加え、ＦＡＴＣＡの定め
る確認資料が求められる場合があ
りますので、ご協力をお願いします。

琉球銀行本店営業部預金課長
比嘉　稔

出所：金融庁ＨＰ 出所：全国銀行協会発行「FATCAのご案内」およびバンクビジネス6/15号

※詳細は金融機関でご確認下さい。

個人の場合
・米国市民（米国籍をお持ちの方）

・グリーンカード保有者（米国の永住権をお持ちの方）

・米国に居住している方（※含む183日以上滞在する方）

法人の場合
・米国で設立された法人等

・FATCAの枠組みに参加しない金融機関等

・米国納税義務者が実質的支配者の非米国法人等※
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　ことし1月、那覇新都心の中心地区と隣接する真嘉比
･古島地域の人口は2万909人となりました。那覇国際
高校が開校した1998年当時は周囲にまだ建物は少な
く、その後の十数年で急速な街の形成と人口増が進展
しました。
　これほど迅速かつ重点的な街づくりが進捗したのは、
地主会、行政、施行者からなる「那覇新都心街づくり推
進協議会」が設置され、「いい街をつくりたい」という関
係者の思いをひとつにできたからです。
　当地区の街づくりには、開発事業終了前から、住む
人・働く人・事業者へとバトンが渡ってきたという特色が
あります。2003年には、安心・安全な街づくりに貢献し
会員同士の共存共栄と親睦を図る目的で、「那覇新都心
通り会」が発足しました。
　通り会は地域の事業者や住民で構成され、自治会、学
校、行政、警察署と連携・協調した特色ある活動を継続
していることで知られています。会員は年々増加し、現
在の会員数は160人となっています。
　同通り会は、地域住民と一体となった「ゴミ拾いク
リーンデー」の美化活動や防犯パトロール、毎月の「新
都心かわら板」発行などを10年以上継続しています。
また、当地区の情報発信とコミュニティーを盛り上げる
ことで街づくりへの連帯感を高め、組織として地域愛を
育んでいます。

　最近ではアジア・世界へ向けて発
信する文化的な都市・街づくりの研
究にも取り組んでいます。

「新都心通り会」
─ 連帯感高め　地域愛育む ─

通り会の活動「ゴミ拾いクリーンデー」

　ことしの6月以降、政府は確定拠出年金制度の見直
しを相次いで発表しました。具体的には、「掛け金額上
限の引き上げ」を閣議決定し、「掛け金可能額の条件緩
和」「受給開始年齢の引き下げ」の検討を開始するもの
です。
　確定拠出年金制度とは、加入者が掛け金を将来の年
金資産として拠出し、自らが選択した投資信託などの金
融商品で運用、長い時間をかけて年金資産を積み上げ
る制度です。運用した年金資産は60歳以降に受け取る
ことができるものです。厚生労働省によると、2001年
から始まったこの制度には14年5月末現在、約516万
人が加入しています。
　わが国の公的年金は少子高齢化に伴い、将来的に支
給額が減少すると見込まれています。また、すでに老齢
厚生年金の受給開始年齢は段階的に引き上げられて
います。つまり、将来の公的年金は確実に受け取り額が
減少していくのです。
　現在、政府が同制度を拡充しているのは、公的年金
に上乗せする同制度の利用を推し進めるのがその意図
とみられています。これにより国民一人一人が将来受
け取る年金額を見つめ直し、老後の備えを厚くしてほし
いという考えが含まれているようです。
　今後は、公的年金だけでなく同制度を利用するなど
し、コツコツと時間をかけ将来受け取る年金額を増やす
必要があります。将来ゆとりある生活をおくるために、
今、ライフプランを見直しましょう。

「確定拠出年金再考」
─ 老後の備え　自ら運用 ─

琉球銀行審査部融資企画課長
前那覇新都心支店長
伊良部　勝也

出所：那覇新都心通り会 出所：内閣府大臣官房政府広報室

琉球銀行人事部調査役
野里　慈人

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
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●りゅうぎん調査●

「広がる物流特区」
─ 新たな事業展開に期待 ─
　県はことし6月に、立地企業が税制上の優遇措置など
を受けられる「国際物流拠点産業集積地域」（国際物流
特区）を現行の那覇市とうるま市の一部から、那覇・浦
添・豊見城・宜野湾・糸満地区の5市全域と、うるま・沖縄
地区（中城湾港新港地区）に拡大することを決めました。
　対象事業は製造業、倉庫業、航空機整備業など計9業
種です。指定地域内への立地を県が個別に審査し決定
する仕組みで、一定要件の下に法人税の40%所得控
除や投資税額控除、事業税・不動産取得税の課税免除、
関税上の優遇措置などが受けられます。
　特区地域の拡大により、県外企業の進出のほか既存
の施設を活用した新たな事業展開が期待されます。そ
して県内産業および貿易の振興が雇用の創出を生み、
沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げた目標に向かうこ
とが見込まれます。
　同ビジョンでは、「新たなリーディング産業を創出する
ため本県が比較優位を発揮できる臨空・臨港型産業を
重点的に育成」することとして、観光リゾート産業や情報
通信産業に続く産業として国際物流拠点産業を位置づ
け、その集積地域としての国際物流特区拡大には大き
な期待が寄せられています。
　国際貨物のハブ化が進展する中、空港・港湾に隣接す
る幹線道路の整備も着々と進んでいます。アジア地域
との地理的近接性を活かして沖縄ブランドの確立を図

り、希望と活力にあふれる豊かな
島・沖縄をつくっていきましょう。

琉球銀行　国場支店長
比嘉　良友

出所：沖縄県商工労働部

国際物流拠点産業集積地域の区域の拡大
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東京商工リサーチ沖縄支店による13年

度県内企業売上高ランキング（金融業除

く）は、上位100社の売上高が前年度比

4.2％増の２兆1,246億となり、４年連続

で過去最高を更新した。

沖縄地区税関による管内貿易概況（７月、

速報）は、223億6,400万円の輸入超過と

なった。輸出は前年比3.9倍増の48億

3,300万円となり、輸入は同2.5倍増の

271億9,700万円だった。

東京商工リサーチ沖縄支店の13年沖縄

県内新設法人動向によると、新設数は前

年比13.0％増の1,507社となり、５年連

続で最多数を更新した。新設法人率は

7.8％と全国平均4.2％を上回り、４年連

続で全国最高となった。

洋菓子製造メーカー「エーデルワイス」

と県内食品メーカー「オキコ」が共同出

資し、洋菓子製造販売会社「エーデルワ

イス沖縄」を９月に設立する。黒糖やパ

イナップル等の県産食材を使用した土

産品や贈答向け商品を開発し、来秋には

モデルショップを開店する予定。

沖縄国税事務所によると、13年度租税収

納済額は前年度比3.9％増の2,705億

7,600万円となり、５年連続の増収だっ

た。税目別にみると、源泉所得税が3.5％

増の565億5,400万円、申告所得税13.1％

増の289億6,800万円などであった。

沖縄県物産公社が「沖縄ハラール協議

会」を発足した。県内企業や支援機構19

社で構成し、ムスリム市場への県産品

販路拡大を目指す。

内閣府は15年度沖縄振興予算の概算要

求額を3,794億円で確定した。14年度当

初予算からは8.4％の増額となる。うち、

一括交付金は6.3％増の1,869億円を要求

する。

8.1

8.20

8.21

8.27

8.28

8.28

8.29

内閣府の景気ウォッチャー調査（７月）に

よると、現状判断指数は前月比3.6ポイン

ト上昇の51.3となり、３カ月連続で改善

した。先行きは、前月比1.8ポイント低下

の51.5だった。

内閣府による４～６月期のGDP（季調値、

速報値）は物価変動を除く実質で前期比

1.7％減だった。年率換算では6.8％減と

なった。

航空会社スカイマークが成田空港と札幌、

米子、那覇を結ぶ３路線を廃止する。10

月末のフライトをもって不採算路線から

撤退し、経営再建を図る。

政府観光局によると訪日外客数（７月、推

計）は前年同月比26.6％増の126万9,700

人となり、単月として過去最高を記録し

た。航空便の増便やチャーター便就航に

よる航空座席数の増加、大型クルーズ船

の寄港などが寄与した。

(株)オリエンタルランドが運営する東京

ディズニーランドで映画「アナと雪の女

王」をテーマにした「アナとエルサのフ

ローズンファンタジー」を開催する。同映

画をイメージしたナイトエンターテイメ

ントショーやグッズ販売などを展開し、

来場者の増加を図る。

全国軽自動車協会連合会によると、軽自

動車の世帯当たり普及台数（13年12月末

時点）は、100世帯当たり52.9台となり、同

年３月末調査の51.8台より普及が進んだ。

都道府県で世帯当たり普及台数が多いの

は佐賀、鳥取、長野県の順であった。

大手予備校「代々木ゼミナール」を運営す

る学校法人高宮学園が全国27校舎のう

ち20校舎を閉鎖する。少子化による受験

人口の減少や現役志向に伴う浪人生の減

少などが影響した。

8.8

8.13

8.14

8.20

8.21

8.22

8.28

沖　　縄 全国・海外
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沖縄県内の主要経済指標（その1）
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沖縄県内の主要経済指標（その2）

沖
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2013年11月より2010年＝100に改定された。

2013年
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沖縄県内の金融統計
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■平成24年

10月（No.516）　経営トップに聞く　琉球開発株式会社
　　　　　　　特集　bjリーグによる地域活性化

11月（No.517）　経営トップに聞く　株式会社沖縄教育出版
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社マルヨ

12月（No.518）　経営トップに聞く　株式会社丸善組

■平成25年

１月（No.519）　経営トップに聞く　株式会社コンピュータ沖縄
　　　　　　　特集　沖縄県経済2012年の回顧と2013年の展望
２月（No.520）　経営トップに聞く　医療法人 社団 輔仁会
　
３月（No.521）　経営トップに聞く　北部港運株式会社　
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社海邦商事　

４月（No.522）　RRI's eye　
　　　　　　　成長著しいインドネシア：沖縄との関係深化への期待

５月（No.523）　経営トップに聞く　医療法人杏月会
　　　　　　　特集１　沖縄県の主要経済指標
　　　　　　　特集２　2012年度の沖縄県経済の動向

６月（No.524）　特集　宮古島における野球合宿の経済効果

７月（No.525）　An Entrepreneur　株式会社 Ｚenエンタープライズ
　　　　　　　特集　沖縄県内における2013年プロ野球
　　　　　　　　　　春季キャンプの経済効果

８月（No.526）　経営トップに聞く　株式会社仲本工業
　　　　　　　An Entrepreneur　タイヤランド沖縄　

９月（No.527）　経営トップに聞く　文教楽器株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社沖縄海星物産
　　　　　　　特集　太陽光発電システムについて

10月（No.528）　経営トップに聞く　株式会社エスアールデザイン
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社ホーセル

11月（No.529）　経営トップに聞く　株式会社アメニティ
　　　　　　　An Entrepreneur　琉球フットボールクラブ株式会社

12月（No.530）　経営トップに聞く　株式会社スタジオチャーリー
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社アースティック那覇

■平成26年

１月（No.531）　経営トップに聞く　沖縄ツーリスト株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社スペースチャイナ
　　　　　　　特集　沖縄県経済2013年の回顧と2014年の展望

２月（No.532）　経営トップに聞く　株式会社島袋
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社丸玉製菓

３月（No.533）　経営トップに聞く　株式会社レキオス
　　　　　　　An Entrepreneur　農業生産法人株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　アセローラフレッシュ

４月（No.534）　経営トップに聞く　有限会社金武酒造　
　　　　　　　An Entrepreneur　錦屋旗店株式会社

５月（No.535）　経営トップに聞く　株式会社T&T
　　　　　　　An Entrepreneur　有限会社グリーンフィールド
　　　　　　　特集１　沖縄県の主要経済指標
　　　　　　　特集２　2013年度の沖縄県経済の動向

６月（No.536）　経営トップに聞く　沖縄県花卉園芸農業協同組合
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社PBコミュニケーションズ

７月（No.537）　経営トップに聞く　沖縄港運株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　農業生産法人株式会社マルシェ沖縄

８月（No.538）　経営トップに聞く　沖縄テクノクリート株式会社
　　　　　　　An Entrepreneur　株式会社　幸

特集レポートバックナンバー

とくとく特典とくとく特典

ポイントサービス
ポイント数に応じてサービスいろいろ！

日頃お世話になっているお客様に対し、毎月のお取引内容をポイント化し、
その合計ポイントに応じて手数料割引または金利優遇等の特典が
受けられるサービスのことをいいます。

ポイントサービスとは！ ポイントサービスのお申
込みがまだの方は、店頭
のポイントサービス申込
み用紙にご記入のうえ、
窓口または郵便にてお申
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無料！ 当行本支店間の
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（キャッシュカード使用時のみ）
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