
（交付決定：１２件）

No. 事業者名
(下線はコンソーシアムの代表機関）

事業名 市町村 プロジェクト概要 申請額
（千円）

1
㈱Link and Visible
琉球ミライ㈱

Lagoonテレワーク・
オープンイノベーション
拠点構築事業

沖縄市
　既存シェアオフィス（Startup Lab Lagoon）において、テレワークを実施する企業の
要望に対応するため、個室空間やWEB会議室、高速Wifi、高セキュリティな環境を
整備する。

5,978

2
タピック沖縄㈱
沖縄セルラー電話㈱

「ユインチ ウェルネス
ワーケション（仮称）」
施設構築及び利活用
推進事業

南城市
　ユインチホテル南城において、長期滞在型テレワークの需要に対応するため、６
階空きスペースを改修し、Wifiやテレビ会議システム等を備えたコワーキングス
ペースとして整備する。

18,437

3 ㈱コノ街デザイン
トヨプラ　テレワーク推
進プロジェクト

豊見城市
　既存シェアオフィス（トヨプラ）において、新たにワーケーション需要へ対応するた
め、個別ブース設置や防犯カメラ増強等によるセキュリティ強化、屋上へのWifiや
机・椅子設置によるオープンスペース活用を行う。

9,759

4 ㈱スプリングナレッジラボ

沖縄県北部地域のテレ
ワーク推進コンテンツ
の開発と拠点の構築
事業

名護市
　スプリングナレッジラボオフィス1階において、県外企業のワーケーションや地域
住民のテレワーク需要に対応するため、Wifiやテレビ会議システム等を備えたコ
ワーキングスペースを整備する。

8,888

5
㈱屋我ビーチセンター
㈱JALJTAセールス

屋我地ビーチワーケ
ション施設構築事業

名護市
　屋我地ビーチ敷地内の空き施設において、県内外企業と地元のマッチングや働
き方改革等の要望に対応するため、Wifiや複合機等を備えたコワーキングスペー
スと個室を整備する。

20,000

6
㈱カヌチャベイリゾート
沖縄ITイノベーション戦略セ
ンター

「カヌチャリアンワー
ケーションセンター
（仮）」構築事業

名護市
　カヌチャベイリゾート内において、ワーケーション需要への対応やIT事業者との協
業拠点としての利用のため、Wifiやテレビ会議システム等を備えたコワーキングス
ペースと会議室、個別ブースを整備する。

19,715

7
㈱マッシグラ沖縄タイムス
北中城村、㈱JTB沖縄

howliveライカム店 テレ
ワーク対応設備強化事
業

北中城村
　既設コワーキングスペース（howliveライカム店）において、県内事業者のサテライ
トオフィス需要や県外企業のワーケーション需要に対応するため、テレビ会議室や
機密性の高い個室等を増強する。

7,981

8
㈱マッシグラ沖縄タイムス
宮古島市、㈱JTB沖縄

「テレワークスペース
howlive」宮古島店整備
事業

宮古島市
　琉球銀行ビル5階の空きスペースにおいて、島内で不足するオフィス需要や県外
企業のワーケーション需要に対応するため、コワーキングスペース及び個室、会
議室や個別ブースを整備する。

19,999

9
㈱マッシグラ沖縄タイムス
読谷村、㈱JTB沖縄、㈲
ローヤル

「読谷村でのリゾート型
ワーケーション対応施
設 howlive読谷残波岬
店」設備整備事業

読谷村
　残波岬公園内の村所有施設において、長期滞在型ワーケーションやプロスポー
ツ合宿関連のビジネス利用に対応するため、個室や個別ブースを整備する。 19,930

10
恩納村商工会
恩納村、恩納村観光協会

青と緑のコワーキング
『UNNAわーく』（仮称）
構築事業

恩納村
　恩納村コミュニティセンターにおいて、村民・県民及び国内外の観光客・出張者の
テレワーク需要に対応するため、Wifiやテレビ会議システム等を備えたコワーキン
グスペースと会議室を整備する。

6,103

11
オーラコーポレーション㈱
恩納村商工会、恩納村観光
協会

リザンコワーキング（仮
称）構築事業

恩納村
　リザンシーパークホテル谷茶ベイにおいて、県外企業の社員研修等への対応
や、地域住民の働き方改革促進のため、オープン席及びビジネス用個別席、会議
室を整備する。

16,803

12
瀬良垣ホテルマネジメント㈱
恩納村商工会、恩納村観光
協会

「ワーケーション客室・
会議室（仮称）」構築事
業

恩納村
　ハイアットリージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄において、ワーケーション需要に
対応するため、ホテル客室の一部（344 室中10 室）に複合機及び専用Wifiを導入
するとともに、防音機能の高い会議室を整備する。

1,378
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（交付決定：１５件）

No. 事業者名
(下線はコンソーシアムの代表機関）

事業名 市町村 プロジェクト概要 申請額
（千円）

1 ㈱Link and Visible
琉球ミライ㈱

Lagoonテレワーク・
オープンイノベーション
拠点

沖縄市

①　首都圏企業向けにテレワーク拠点を活かした事業開発セミナーを開催。
②　首都圏大企業、ベンチャー、スタートアップ等向けに、１週間のワーケーション
体験を実施。期間中、デザイン思考（デザイナー的な課題解決の思考法）等のセミ
ナーを開催。
③　県内外企業による新規事業創出に向けた人材マッチング・相談会を開催。

5,411

2 タピック沖縄㈱
「ユインチワーケション
（仮称）」 施設構築及
び利活用推進事業

南城市

①　施設の活用・ワーケーション推進に向けた計画を策定。
②　南城市と協働し、地域住民向けに、地域課題のITによる解決をテーマとした
ワークショップを開催。また、観光事業者・IT企業向けに、ワーケーションに関する
セミナーを開催。

3,317

3 ㈱コノ街デザイン
トヨプラ　テレワーク推
進プロジェクト

豊見城市

①　県内起業家・企業を対象に事業成長セミナーを開催するとともに、相談窓口設
置。
②　首都圏大企業向けにワーケーション体験を実施。期間中、参加者と県内起業
家・企業によるビジネスモデル発表会やマッチングイベントを行う。

5,992

4 ㈱スプリングナレッジラボ

沖縄県北部地域のテレ
ワーク推進コンテンツ
の開発と拠点の構築
事業

名護市

①　首都圏企業向けの本島北部地域におけるワーケーションパッケージプランを
開発し、カタログを作成。
②　県内エンジニア向けに、ブロックチェーン（データの分散管理）技術に関するセ
ミナーを開催。
③　地域住民向けに、リモートワーク人材育成のためのITスキル講習を開催。
④　県外ワーケーション先進地域における事例調査。

5,984

5 ㈱屋我ビーチセンター
㈱JALJTAセールス

屋我地ビーチテレワー
クスペースを活用した
県内外企業 のビジネ
ス創出事業

名護市

①　地元企業・住民向けに、１週間のテレワークモニターを実施
②　県内外企業向けに、ワーケーションモニターを実施。個別企業のニーズに対応
するため、事前にヒアリングを行う。
③　医療施設と連携し、リハビリプログラムとテレワークを融合させたプログラムの
可能性及びニーズに関する調査を実施。

1,374

6
㈱カヌチャベイリゾート
沖縄ITイノベーション戦略セ
ンター

「カヌチャリアンワー
ケーションセンター
（仮）」活用事業

名護市
①　観光事業者・IT企業を繋げ、Resortech関連の新規事業創出を目指すワーク
ショップを開催。
②　地元の学生向けに、キャリア教育及び産学連携を目的としたセミナーを開催。

3,298

7 ㈱マッシグラ沖縄タイムス
北中城村、㈱JTB沖縄

「howliveイオンモール
沖縄ライカム店」テレ
ワークモニター事業

北中城村

①　県内企業向けに、1週間のテレワーク体験を実施。期間中、テレワーク導入に
関するセミナーを開催。
②　首都圏企業向けに、1週間のワーケーション体験を実施。期間中、生活・観光
情報の提供に加え地元企業との交流等を行う。

5,241

8 ㈱マッシグラ沖縄タイムス
宮古島市、㈱JTB沖縄

「howlive宮古島店」設
備活用事業

宮古島市
①　島内の小規模事業者や起業希望者向けに、ビジネス支援セミナーを実施。
②　首都圏大企業・メディア記者向けに、1週間のワーケーション体験を実施。期間
中、地元企業や行政機関との交流等を行う。体験を記事化する。

3,873

9
㈱マッシグラ沖縄タイムス
読谷村、㈱JTB沖縄、㈲
ローヤル

howlive読谷残波岬店
ウェルビーイングワー
ケーションツアー事業

読谷村
①　健康経営に関心を持つ首都圏企業向けに、1週間のワーケーション体験を実
施。期間中、ヨガ及びマインドフルネス（呼吸等に集中させることで集中力向上等を
図ること）のプログラムを提供する。

5,299

10
㈱ソフトウエア・サイエンス
恩納村商工会、
オーラコーポレーション㈱

県内外企業とホテル・
学校・ＯＩＳＴとの『教育
×リゾート×ＩＣＴ』交流
事業

恩納村

①　県外大学・高専生向け、修学旅行で来る県外中学・高校生向け及び県外企業
向けの３種類の長期滞在型ツアープログラムを開発するため、モニターツアーを実
施。
②　地元小中学生向けに２種類、地元教員向けに１種類のプログラミング教室を実
施。

5,998

11 ㈱EBILAB
【エンジニア＆経営者、
起業家向け】EBILABリ
レーセミナーIN沖縄市

沖縄市 ①　県内企業向けに、データを活用した経営やプログラミングに関するセミナーを
開催。

5,787

12 ㈱ブルー・オーシャン冲縄
久米島テレワーカーを
活用したワーケーショ
ンサービス開発事業

久米島町
①　島民向けに、首都圏企業のBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）業務受注
に関する講習を開催。
②　首都圏企業向けの久米島におけるワーケーションパッケージプランを開発。

4,265

13 ㈱OKINAWA PORTAL
OKINAWA PORTALを
活用した県内外企業の
交流活性化事業

那覇市
①　沖縄県内での知名度向上を図る県内外企業向けに、商品・サービス紹介等を
行うための見本市を開催。
②　県内外企業及び県内学生向けに、事業紹介及び交流会を開催。

2,408

14 宮古島市
宮古島ICT交流セン
ター活用促進事業

宮古島市

①　入居企業及び地元企業向けに施設活用促進のためのセミナーを開催。
②　県外企業等による島内小中学校向けのキャリア教育提供をサポート。
③　島外企業向けに、ワーケーション体験を実施。また、ワーケーション希望企業
に対する受入窓口を設置。

5,873

15 AIREV㈱
AIアノテーション業務の
テレワーク実施のため
のワークショップ事業

石垣市
①　地元住民が県外からリモートで業務を受注できるようになることを目指し、AIア
ノテーション技術（AIがデータを読めるようにする技術）に関するワークショップを開
催。

1,234
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