
（交付決定：３５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 株式会社マガチャバル
ビジネス対応無線LAN構
築事業

今帰仁
村

ホテルマガチャバルオキナワにおいて、施設内に光回線を引込み、管
理棟やレストラン、個室、客室でもWiFiがストレス無く利用できるよう改
修し、インターネット、テレワーク環境を構築する。

4,688

2
合同会社SEASIDE
OFFICE

コワーキングスペースＳＥ
ＡＳＩＤＥ　ＯＦＦＩＣＥ利用者
利便性・安全性向上の為
の設備補強整備事業

大宜味
村

既存コワーキングスペース（ＳＥＡＳＩＤＥ　ＯＦＦＩＣＥ）の建物内の小部屋
を、オンラインミーティングルームとして機能強化するための改修を行
う。

491

3
株式会社ラストワンマイ
ル

Zuppa Ishigaki離島ターミ
ナル前コワーキング整備
事業

石垣市
既存コワーキングスペース(Zuppa-Ishigaki離島ターミナル前)の改修を
行い、テレワーク環境をさらに充実させることで、県内外の企業およびフ
リーランスの利用者がさらに利用しやすいテレワーク施設を構築する。

211

4 株式会社沖縄キャリー
テレワーク施設構築事業
（仮称）

名護市
名護市市街地の空き施設において、コワーキングスペースを整備する
ための改修を行い県内外の人が利用可能なテレワーク施設を構築す
る。

7,301

5
株式会社We’ll-Being
JAPAN

海と星空の宿　てぃん
がーら＜石垣島＞「テレ
ワークスペース」構築事
業

石垣市

海と星空の宿　てぃんがーら＜石垣島＞において、洋室ツイン4室と和
洋室1室にテレワークスペースを設置、和洋室1室を会議室兼テレワー
クスペースへと改修し、県内外の企業・個人が利用可能なテレワーク施
設を構築する。

7,622

6 株式会社いいオフィス

ドン・キホーテ豊見城（旧
豊見城市役所跡地）施設
内いいオフィス直営店舗
出店事業

豊見城
市

沖縄県全体のコワーキングスペースや、県内外の企業を繋げるHUB拠
点として、ワーケーションや県内外の最適な働き方を実現するための環
境を整えた施設を設計し、沖縄県内では最大席数となるテレワーク施設
を開設する。

19,972

7 オアセナ株式会社
「オセアナ３Ｆテレワーク
スペース」構築事業

座間味
村

オセアナポートヴィレッジ座間味を改修し、座間味島最大かつ唯一の、
県内外企業が利用可能なテレワーク施設を構築する。

7,628

8
ブルームーンパート
ナーズ株式会社

STARTUP CAFEを活用し
たテレワーク設備整備事
業

那覇市

Startup hub MECAL Garden Nahaにおいて、創業・起業希望者やビジネ
スパーソンが利用可能なテレワーク施設の整備を行い、セミナーやビジ
ネスマッチングなど知識・ノウハウを学ぶ場、人が集う場として強化し、
産業の創出を図る。

20,000

9 株式会社御菓子御殿
恩納村でのワーケーショ
ン施設 御菓子御殿恩納
店整備事業（仮称）

恩納村
株式会社御菓子御殿の新館を改修し、県内外企業、地元住民のコミュ
ニティの場として利用可能な施設を構築する。

19,885

10
株式会社南西楽園リ
ゾート（サンタモニカウイ
ンズ）

サンタモニカウィンズ 1階
ワーキングスペース等環
境設備構築事業

宮古島
市

ホテルサンタモニカウィンズにおいて、客室を改修し、同ホテル及び近
隣のホテル「サンタモニカサンセット」の宿泊客、利用客、地元の個人や
企業のみならず、県内外の企業が利用可能なテレワークスペースを構
築する。

19,998

11
株式会社南西楽園リ
ゾート（ロベルトソンハー
バー）

ホテルロベルトソンハー
バー　2階　コワーキング
スペース環境設備構築事
業

宮古島
市

ホテルロベルトソンハーバーにおいて、会議室等の改修を行い、宿泊
者、隣接するホテルブリーズベイマリーナの宿泊者、地元の個人・企業
のみならず、県内外の個人及び企業が利用可能なコワーキングスペー
ス施設を構築する。

19,753

12 エコツーラボ合同会社
「グリーン＆ヘルスワー
ケーションCafe」構築事業

宮古島
市

エコツーラボ合同会社の店舗（屋号：エコガイドカフェ）を改修し、多言語
対応の国内外企業が利用可能なテレワーク施設を構築する。

4,655

13
株式会社でいごホテル
株式会社南西観光

コザ・デイゴホテルワー
ケーション対応設備整備
事業

沖縄市
デイゴホテルにおいて、空きスペースを活用しコワーキングスペースや
ミーティングスペースを整備し、長期滞在に適したサービスや宿泊プラン
を活かして滞在型ワーケーションや地域コミュニティの拠点を目指す。

19,649
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14
一般社団法人離島未来
ラボ

離島の郡部で地域と共生
するカフェ一体型ワー
ケーション

宮古島
市

来間島のカフェである島茶家ヤッカヤッカにおいて、建屋のゲストハウ
ス部分に個室やコワーキングスペースを整備し、過疎化が進む離島郡
部との共生を目指して離島ならではのワーケーションモデルを確立す
る。

2,916

15
ザ・ホテリエ・グループ
万座株式会社

ANAインタコンチネンタル
万座ビーチリゾート 「テレ
ワークスペース」整備事
業

恩納村
ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートにおいて、ワーケーショ
ン需要に対応する為、同施設内に位置する客室を改修し、宿泊客が利
用可能なテレワーク施設を構築する。

19,618

16 合同会社FUTABA
シェアオフィス　エルベー
ス

宜野湾
市

既存コワーキングスペース（シェアオフィス　エルベース）において、防音
対策やWi-Fi環境・個室環境等を整備し、リモート時代に備えた設備環
境を提供するための改修を行う。

4,514

17
株式会社かねひで総合
研究所
金秀商事株式会社

「かねひで喜瀬カントリー
クラブ　ゴルフワーケー
ションスペース」構築事業

名護市
喜瀬カントリークラブにおいて、ロッジ内のクラブハウスロッジ等を改修
し、県内外のゴルフワーケーション・テレワーク需要を受け入れ、新しい
労働環境の提供と滞在日数の延長を図る。

5,617

18 株式会社プラザハウス

「クリエーター（もの・こと
づくり）をサポートするテ
レワーク施設（仮）」構築
事業

沖縄市

ショッピングセンター「プラザハウス」３階にある琉米文化、アート、ファッ
ションを発信するギャラリー「ライカム・アンソロポロジー」に隣接する空
き店舗を活用し、ネットワーク整備や施設改修を行い、テレワーク施設
を整備する。

7,998

19 株式会社琉球DigiCo 「ZORKS」増築事業 那覇市
既に運営しているシェアオフィス「ZORKS崇元寺」において、コロナ禍で
の県外企業からのサテライトオフィスニーズに伴い、施設の移転と共に
個室・フリー席の増床を行う。

19,999

20 株式会社中城工業
「沖縄市内テレワークス
ペース（仮）」構築事業

沖縄市
コンドミニアムホテル「VILLA AWASE 111」において、客室等のテレワー
ク設備を充実させ日本、海外の企業・個人・観光者等が利用可能なテレ
ワーク施設を構築する。

2,616

21
株式会社KPG
HOTEL&RESORT

「テレワークスペース（仮
称）」構築事業

読谷村
グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リゾートにおいて、館内、客室の
ネットワーク設備を改修し、県内外からの宿泊者が利用可能なテレワー
クスペースを構築する。

326

22 PN5株式会社
「Caffice佐良浜（仮称）」
施設整備事業

宮古島
市

宮古島市にあるPN5株式会社がオフィス利用している施設において、観
光客や県内外企業の従業員等が情報収集やテレワークに利用できるよ
う、物件をリノベーションしワークスペースを整備する。

7,950

23

瀬良垣ホテルマネジメ
ント株式会社
恩納村商工会
一般社団法人恩納村観
光協会

「瀬良垣島法人向けワ―
ケーション対応設備」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、法人向けの
新たな形のワーケーション需要に対応し、県内外企業が活用できるよ
う、コワーキングスペースや会議室を整備する。

590

24 スターリゾート株式会社
ホテル共用部ならびに客
室内の「テレワーク」活用
のための構築事業

石垣市

THIRD石垣島において、館内の図書館を改修し、「図書館付きテレワー
クスペース」を構築する。また、客室の一部にテレワーク向きの家具を
設置し、空室時の客室レンタル利用や旅行先でテレワークを行う長期滞
在者に提供する。

5,718

25 株式会社monotize

石垣島初！宿泊施設と連
携した登記可能なコワー
キングスペースの構築事
業

石垣市
石垣市にある株式会社monotize事務所に併設する形でコワーキングス
ペースを整備し、登記可能なコワーキングスペースとして、新たなビジネ
スの創出を手助けできるような施設を目指す。

6,353

26
沖縄ツーリスト株式会
社

「空手ワーケーション」設
備構築事業

豊見城
市

空手会館敷地内のカフェにテレワーク可能な設備を整備し、道場施設
にはテレビ会議、動画制作等オンラインを活用した様々な活動が可能な
設備を整備し、空手と仕事の両方を行うことができる「空手ワーケーショ
ン」施設を目指す。

6,766

27
ザ・ホテリエ・グループ
石垣株式会社

ANAインターコンチネンタ
ル石垣リゾート　「テレ
ワークスペース」整備事
業

石垣市
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート内に位置する客室を改修し、宿
泊客および地域住民が利用可能なテレワーク施設を構築する。

2,589



28
株式会社沖縄ホテルマ
ネジメント

サザンビーチホテル＆リ
ゾート沖縄/テレワークプ
ラン【あなたのオフィス作
りました！】構築事業

糸満市
サザンビーチホテル＆リゾートにおいて、WiFiルーター設置による通信
環境の改善とテレワークに適した環境作りを構築する。

796

29
株式会社ベッセルホテ
ル開発

テレワークスペース構築
事業

北谷町
ベッセルホテルカンパーナ沖縄において、テレワークに対応できる設備
を導入し、県内外企業及び宿泊者が利用できるテレワーク施設を構築
する。

1,104

30

株式会社フロンティアリ
ゾート（ホテルサンセット
テラス）
株式会社TIMELESS

「北谷からワーケーション
の魅力を発信」カフェを併
設したテレワーク施設整
備事業
（ホテルサンセットテラス）

北谷町
ホテルサンセットテラスにおいて、テレワーク対応環境の整備として改装
や無線LAN構築、備品購入等を行う。

7,924

31

株式会社フロンティアリ
ゾート（ホテルサンセット
マリーノ）
株式会社TIMELESS

「北谷からワーケーション
の魅力を発信」カフェを併
設したテレワーク施設整
備事業
（ホテルサンセットマリー
ノ）

北谷町
ホテルサンセットマリーノにおいて、空きテナントにカフェを誘致、コワー
キング機能を併設し、ホテル客室でのテレワーク対応環境の整備として
WIFI整備や設備の設置等を行う。

4,248

32
株式会社フロンティアリ
ゾート(ホテルサンセット
アメリカン)

「北谷からワーケーション
の魅力を発信」カフェを併
設したテレワーク施設整
備事業
（ホテルサンセットアメリカ
ン）

北谷町
ホテルサンセットアメリカンにおいて、テレワーク対応環境の整備として
ホテル内のWIFI整備、無線LAN構築、設備の設置等を行う。

5,912

33
ゲストハウスイン沖縄株
式会社

【テレワークスペース・
ワーケーション（仮称）】構
築事業

那覇市
ホテルヴィラコースト西町において、客室等を改修し、県内外企業、個
人が利用可能なテレワークスペース・ワーケーション施設を構築する。

4,490

34
株式会社U-MUI（Space
U-MUI)

Space　U―MUI構築事業 恩納村
ホテル「U-MUI Forest Villa Okinawa」において、コワーキングスペース・
会議室を整備し、利用者に仕事ができる場所を提供する。

6,473

35 有限会社丸興電気
【コワーキングスペース
Medo（仮称）】構築事業

北谷町

現在空室になっている建物の1室において、コワーキングスペースや会
議室のほか、子育て中の方を対象にキッチンスペースやキッズスペー
スを完備し、県外企業、県内企業のスタートアップ場所として事業展開
を目指していく。

7,919


