地域未来構想20 オープンラボ専⾨家⼀覧分野
団体名

担当部署

⑬
電話

株式会社アイ・オー・データ機器

営業本部 東日本営業部 コーポレート営業3課

076-260-3369（平日10
～12時、13～17時）

リビングシフト 【対象地域：全国】

e-mail

HP

URL

mirai20@iodata.jp

https://www.iodata.jp/

ITコーディネータ多摩協議会

理事会

042-775-7277

rijikai@itc-tama.org

https://www.itc-tama.org/

ＩＴｂｏｏｋ株式会社

戦略企画室

03-6436-8711

sugimoto@itbook.co.jp

https://www.itbook.co.jp/

一般社団法人

代表理事

090-8768-1858

info@itc-kyushu.com

https://www.itc-kyushu.com/

地域イノベーション部

090-1153-3359

info@i-phi.jp

www.i-phi.jp

03-5561-0770

info@iris-corp.co.jp

https://www.iris-corp.co.jp/

090-8448-3700

hirosassan3794@gmail.com

03－5767－9168

takano@active-gear.co.jp

https://activegear.company/

049-244-4817

s-hon@aeroasahi.co.jp

https://www.aeroasahi.co.jp/

IT経営コンサルティング九州

株式会社アイファイ
IRISデータラボ株式会社
亞騎野設計

設計部

アクティブ・ギア株式会社

営業部

朝日航洋株式会社

空間情報事業部

株式会社AsMama

事業本部

045-263-6433

leader＠asmama.co.jp

http://asmama.jp/

株式会社ア・ファクトリー

業務推進室

048-863-7218

m.endo@a-factory.com

http://www.a-factory.com

090-4549-8400

suzuki@amami-social.biz

営業企画部

奄美ソーシャルビジネスオフィス合同会社
アユミミラクル

サウンドデザイン

090-8422-9649

247@ayumi-miracle.com

https://ayumi-miracle.com/

株式会社アローリンク

公共政策室

0120-31-2222

info@arrowlink.co.jp

https://arrowlink.co.jp/

一般社団法人移住・交流推進機構

ＪＯＩＮ事務局

03-3510-6581

ueta@iju-koryu.jp
haley@minamikaze.co.jp /

株式会社イマジネーションプロみなみかぜ

03-6441-2500

https://www.iju-join.jp/
ono@minamikaze.co.jp

(イベント企画部) / suzuki@minamikaze.co.jp(イベン http://www.minamikaze.co.jp/
トプロデュース部)

株式会社エイチ・アイ・エス

法人営業本部 地方創生チーム

03-6695-6661

yobikomo-pr@his-world.com

https://www.his-j.com/corp/sales/revitalization/

株式会社エーエスピー

06-4860-7008

hayashi@agrisp.jp

合同会社XA UNION

090-4231-0637

osaki.kpi@gmail.com

https://peraichi.com/landing_pages/view/xaunion

事務局

06-6881-1133

jimukyoku@econetkinki.org

http://www.econetkinki.org/

事務局

03 5232 1080

eas@bronze.ocn.ne.jp

http://www.ecology-archiscape.org/

経営戦略室

03-6704-9041

h.takemoto@sc-next.com

https://sc-next.com/

https://www.innovation-osaka.jp/ja/library/library5936/

NPO法人エコネット
（近畿特定非営利活動法人環境市民活動相互支援セン
ター）
NPO法人

エコロジー・アーキスケープ

ＳＣＮ株式会社
株式会社NTTドコモ
株式会社NTTデータ経営研究所
（一社）オール・ニッポン・レノベーション

地域協創・ICT推進室 / スマートライフ推進部
ライフ・バリュー・クリエイションユニット
企画・政策担当（PR MANAGER and POLICY
MAKER）

03-5156-2893 / 035156-3588

sasakisyou@nttdocomo.com
mei.muramatsu.nc@nttdocomo.com / agri-lsbml@nttdocomo.com

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/ /
https://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/farmassist/

03-5213-4110

kojag@nttdata-strategy.com

https://www.nttdata-strategy.com/

0470-64-6742

office@all-nippon.org

https://www.all-nippon.org/

株式会社オカムラ

地方創生ビジネス推進部

03-6731-2630

jichitai_shienshitsu@okamura.co.jp

https://www.okamura.co.jp/

株式会社On-Co

広報

0594-28-8049

support@on-co.co

https://sakasama-fudosan.com/

株式会社カクイチ

事業戦略部

080-5147-1458

s.shibako@kaku-ichi.co.jp

https://www.kaku-ichi.co.jp/

info@gakutolab.co.jp

https://g-garena.jp

株式会社ガクトラボ
画期的ワーケーション研究コンソーシアム

事務局（竹橋農業研究所・石垣）

03-6273-4839

（携

帯）090-1437-7967
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リビングシフト 【対象地域：全国】

団体名

担当部署

電話

e-mail

HP

株式会社カネト

代表取締役社長

0267-32-8001

m.takamizawa@kaneto-nagano.co.jp

www.kaneto.jp

株式会社カヤック

ちいき資本主義事業部

0467-80-2661

regional-info@kayac.com

https://www.kayac.com/

企業内専門家活用協会

代表理事

KIGYO.nai.SENMONKA@gmail.com

準備中

株式会社

業務企画部

019-651-5311

nj-aac@aeroasahi.co.jp

http://www.nj-aac.com

事務局（ザ・クレイン合同会社）

03-6273-4839

kyochan923@nifty.com

オープンラボ 担当

090-6154-6457

info@greenforesters.jp

https://greenforesters.jp

一般社団法人クリエイティブクラスター

本部

03-6219-0113

info@creativecluster.jp

https://www.facebook.com/creativeclusters/

株式会社CREA

代表取締役

crea.miewlb@gmail.com

https://crea-mie.amebaownd.com/

株式会社クレアン

サステナビリティ・コンサルティング・グループ

050-5469-6775

dazai@cre-en.jp

https://www.cre-en.jp

観光地域づくり

070-8325-3351

info@gtssi.jpn.org

http://gtssi.jpn.org/

info@globalpea.com

https://globalpea.com

北日本朝日航洋

キャビンアテンダントの知恵と経験を活かすプロジェク
トチーム
株式会社GREEN FORESTERS（グリーンフォレスター
ズ）

グローバル観光戦略研究所

株式会社

営業推進グループ

URL

グローバルリサーチ

都市計画・地方創生

クロスボーダー株式会社

戦略PRプロデューサー（マーケティング事業部）

03-5830-7738

sugahara@x-border.co.jp

https://x-border.co.jp/service/#service_marketing

地域みらいプロジェクト

09081105690

toe@kmd.keio.ac.jp

https://chiki-mirai.localinfo.jp/

有限会社ケーアンドケーメディカル

代表取締役社長

0267-77-7577

ichirou@kk-medical.co.jp

www.strix-shirakoma.com

株式会社構造計画研究所

情報通信営業部

03-5342-1121

smart-relay@kke.co.jp

慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 岸博幸研
究室 & オークツ株式会社

https://smart-relay.kke.co.jp
http://www.att-star.co.jp/

(協力企業 株式会社アトラ

クター様のホームページ)
コクヨ株式会社

ファニチャー事業本部TCM本部

株式会社コトヴィア

090-1886-9720

shinichi_sawada@kokuyo.com

https://www.kokuyo.co.jp/

03-6416-9195

info@cotovia.asia

www.cotovia.net

寿印刷工業株式会社

OTONAMIE運営本部

059-268-3538

otonamie@gmail.com

http://otonamie.jp

株式会社コミュニティネット

事業推進部開発プロジェクトグループ

03-6256-0574

wasada_h@c-net.jp

https://c-net.jp

株式会社CSL （コンテンツストラテジー研究所）

ＩＴ情報開発事業部

03-3235-6158

labo@csljp.com

http://csljp.com/

株式会社サテライトコミュニケーションズネットワーク CATV事業部

0859-32-6103

info@sc-net.ne.jp

http://www.sc-net.ne.jp/

株式会社産業革新研究所

地域未来構想担当

055-244-7558

seminars@monodukuri.com

https://www.monodukuri.com

Gcomホールディングス株式会社

地方行政経営研究所

080-2690-0855

kenkyuujo@gyoseiq.co.jp

https://www.gyoseiq.co.jp/

06-6485-7222

office@zlc.jp

https://zlc.jp/

03-5796-5785

kouryu@jtb.com

https://www.jtbbwt.com/government/

株式会社ジールコスメティックス
法人事業本部 地域交流事業チーム 観光ＩＣＴソリュー

株式会社JTB

ショングループ

株式会社ＪＢＭコンサルタント

人材育成事業部

06-6356-8522

info@jbmhrd.co.jp

https://jbmhrd.co.jp/

株式会社 時空テクノロジーズ

オープンイノベーション推進部

03-5488-6067

contact@zi-ku.com

https://www.ziku-tech.com/

一般社団法人

SDAメディア研究センター

070-8440-7477

hideaki@ikou.jp

http://sodesign.or.jp

株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所

都市計画事業部

075-316-3508

uchida@n-shuppan.co.jp

https://ji-institute.com/

ジャパンケーブルキャスト株式会社

企画部

03-6910-2906

kikaku-p@cablecast.co.jp

http://www.cablecast.co.jp/

公益社団法人ジャパンチャレンジャープロジェクト

事務局

080-7009-7436

s_oura@japanchallengerproject.com

https://www.japan-challenger-project.com

一般社団法人食の拠点推進機構

事務局

03-6811-0537

info@jicce.or.jp

https://jicce.or.jp/

じょさんしonline

代表

050-3580-3834

sugiura@josanshi-cafe.com

https://josanshi-cafe.com

03-5860-1837

hidetoshi.suzuki@skill-shift.co.jp

https://www.skill-shift.com/

社会デザイン協会

株式会社スキルシフト

大浦佐和
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リビングシフト 【対象地域：全国】

団体名

担当部署

電話

e-mail

HP

スターマーク株式会社

ソリューション推進部

03-3496-4104

produce@starmark.co.jp

https://starmark.co.jp/ja/

株式会社スプリューム

代表取締役

03-5422-8307

c.kajitsuka@splume.co.jp

https://www.splume.co.jp

一般社団法人すまいの未来研究機構

事務局

078-974-1737

info@sumaiken.jp

https://sumaiken.jp/

住福株式会社

不動産管理・宿泊事業部

03-6273-8263

management@sumifuku.net

https://sumifuku.net/jp/

SlackJapan株式会社

エンタープライズ営業２部

090-9752-0710

swakayama@slack-corp.com

https://slack.com/intl/ja-jp/

セコム株式会社

オープンイノベーション推進担当

03-5775-8555

innovation@secom.co.jp

https://www.secom.co.jp/innovation/

082-836-3205

info@setouchi-bc.co.jp

https://www.setouchi-bc.co.jp/

03-3475-3010

info@sendenkaigi.co.jp

https://www.sendenkaigi.co.jp/

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション
株式会社 宣伝会議

メディア事業部 / 営業推進部 / 地域統括部

URL

各提案書に記載している
全日本空輸株式会社

マーケティング室 観光アクション部

連絡先・メールアドレス

https://www.ana.co.jp/

にご連絡ください
03-5214-2160
大和ハウス工業株式会社

東京本社

株式会社タス

新事業開発部

東京都市開発部

まちづくりグループ

社）

／

（会

070-2199

daigo_watanabe@daiwahouse.jp

https://www.daiwahouse.co.jp/

03-6222-1023

kazuyuki-fujii@tas-japan.com

https://corporate.tas-japan.com/

03-3221-8090

info@wfrontier.jp

https://www.wfrontier.jp/

090-1462-0838

info@jhrp.org

－5423

（担当者携

帯）
ダブルフロンティア株式会社
一般社団法人地域人財基盤

事務局

地域創生プラットフォーム

事務局

03-6811-0532（日本施
設管理運営協会内）；

uemura@rrpf.jp

https://rrpf.jp/

090-2763-7726（上村）
NPO法人地球のしごと大學

事務局

080-5089-4543

y-ishii@earthcolor.org

https://chikyunoshigoto.com/

株式会社地方創生

事業開発室

03-6832-7366

info@chihousousei.jp

http://chihousousei.jp/

地方創生・観光プロモーションコンソーシアム

RTPC事務局（株式会社エイチ・アイ・エス

（RTPC）

チーム内）

03-6695-6661

jimukyoku@rtpc.com

https://tourist-info-cntr.com/index.html

特定非営利活動法人

つばきネット

地方創生

事務局

0959-42-1881

tubaki.net@mild.ocn.ne.jp

http://www.tubakinet.com/npo/

株式会社ディスコ

社長室

03－4316-5500

pr@disc.co.jp

https://www.disc.co.jp/

ディップ株式会社

営業企画統括部

050-3850-5585

r2d2-all@dip-net.co.jp

https://www.dip-net.co.jp/

テクノポート株式会社

REBOOT事業部

03-5579-6528

reboot@techport.co.jp

https://reboot.techport.co.jp/

テレキューブ株式会社

社長室

090-1554-2192

harry@telecube.co.jp

https://www.telecube.co.jp

デロイト トーマツ

パブリックセクター

03-6213-1251

open_laboratory@tohmatsu.co.jp

地方創生事業開発室

https://www2.deloitte.com/jp/ja/industries/governm
ent-public-services.html

090-6954-4432 (奥泉 )
/
株式会社 電通

及び電通グループ各社

パブリック・アカウント・センター 社会創発室

090-7001-8895(坂

井) / 090-53400519(佐藤) /

090-

daisuke.okuizumi@dentsu.co.jp
masahiko.sato@dentsu.co.jp

https://www.dentsu.co.jp/

4531-4838(池田)
東京海上日動火災保険株式会社

営業企画部

地方創生・健康経営室

東武トップツアーズ株式会社

事業開発推進部

03-5223-0307

satoshi.baba@tmnf.jp

https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

03-5348-3780

masaharu_iwata@tobutoptours.co.jp

http://www.tobutoptours.co.jp/
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団体名

担当部署

電話

HP

toppan_sicweb@toppan.co.jp

https://www.toppan.co.jp/

03-4363-0339

fuseda.natsumi@trans-cosmos.co.jp

https://www.trans-cosmos.co.jp/

0956-20-5548

hinoue@niu.ac.jp

都市部門 都市基盤計画グループ 都市計画部

03-5226-3030(代表)

webmaster@nikken.jp

https://www.nikken.co.jp/ja/

（有）日智代表

093 -923-9040

nitch@abelia.ocn.ne.jp

なし

090-7556-6646

daijiro.f@nihon-inc.com

https://nihon-inc.com/

ｿｰｼｬﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業部

事業戦

略部

トランス・コスモス株式会社
長崎国際大学国際観光学科

公共政策本部

日智

公民連携部

井上/森尾研究室

（株）日建設計
(ニッチ)／(株)よかネット

社長室

日本航空株式会社

地域活性化推進部

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構

事務局

佐藤

株式会社にほん

日本電気株式会社

日本郵便株式会社

jal-open-lab@ml.jal.com
03-6441-2045
090-5784-4855 （多

政策渉外部

田）

郵便・物流事業企画部 / 改革推進部

03-3477-0686 / 03-

地方創生室 /

3477-0561 / 03-3477-

トータル生活サポート事業部

0804

グループマーケティング部 マーケットインテリジェン

050-3132-3394 , 6647,

ト室

6302

ネイティブ株式会社

Nativ.media編集部

一般社団法人Next Commons Lab

地域開発事業部

株式会社ネクストシステム
株式会社ネクストベース

日本ユニシス株式会社

URL

https://www1.niu.ac.jp/about/teacher/detail.html?tid
=297

https://www.jal.co.jp/jp/ja/
http://www.jal.com/ja/

info@sporttourism.or.jp

https://sporttourism.or.jp/

tadaharu@nec.com

https://jpn.nec.com/

jigyoukikaku-kikaku.ii@jp-post.jp / hon-kaikakuchiiki.ii@jp-post.jp / total-soukatsu.ii@jp-post.jp

https://www.post.japanpost.jp/index.html

miopenlabo@ml.unisys.co.jp

https://www.unisys.co.jp/

03-6822-5687

editorial-dep@nativ.media

https://nativ.media/

03-6427-7749

takahashi@nextcommonslab.jp

http://nextcommonslab.jp/

経営管理部

092-584-0662

nextkanri@next-system.com

https://www.next-system.com/

営業企画部

03-3490-3300

yamagata@nextbase.co.jp

https://nextbase.co.jp/

080-5845-0234

info@nexbridge.jp

https://nexbridge.jp

050-5362-8212

noex@noex-inc.co.jp

https://noex-inc.co.jp/

communication@pi-pe.co.jp

https://www.pi-pe.co.jp

080-2719-0375

kanri@haw.co.jp

https://www.haw.co.jp/

03-6441-7595

hiromi.suwabe@hakuhodo.co.jp

https://www.hakuhodo.co.jp/

ネクスプリッジ
株式会社ノエックス

リビングシフト 【対象地域：全国】

e-mail

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ事業本部

凸版印刷株式会社

有限会社

⑬

営業部

03-5575-6601(パイプド
株式会社パイプドビッツ

コミュニケーション戦略プランニング部

ビッツ コミュニケー
ション戦略プランニング
部)

株式会社ハウインターナショナル
株式会社

博報堂

株式会社パスコ

地域事業統括局

地域事業統括部

中央事業部 技術センター 技術監理部 / 衛星事業部
業推進部

ソリューション推進課

株式会社パソナグループ

CBO Regional Advantage

株式会社パソナJOB HUB

ソーシャルイノベーション部

ローカルチーム

株式会社パソナ東北創生
株式会社パソナ農援隊

業務部

NPO法人ハナラボ
株式会社パブリック・クロス

就職氷河期世代支援担当

株式会社Publink

代表取締役社長

栫井（かこい）

誠一郎

事 03-6412-2517 / 03-

kiekiu5984@pasco.co.jp /

https://www.pasco.co.jp/

5465-7371

ml_satellite_quotation@pasco.co.jp

090-8469-0677

nhioki@pasonagroup.co.jp

03-6832-2901

local@jobhub.co.jp

080-4402-5516

info@pasonatohoku.co.jp

https://www.pasonagroup.co.jp/tohokusousei/

03-6734-1260

agri@pasona-nouentai.jp

http://www.pasona-nouentai.co.jp/

050-5241-7337

staff@hanalabas.net

070-5045-8815

info@public-x.jp

https://public-x.jp/

090-3543-9535

kakoi@publink.biz

https://publink.biz/
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リビングシフト 【対象地域：全国】

団体名

担当部署

電話

e-mail

HP

早川都市計画株式会社

事業開発部

052-877-2891

nagoya@hayakawa-t.co.jp

https://www.hayakawa-t.co.jp/

0138-83-8742

info@hakobar.com

https://hakobar.com/

03-6280-3219

akaida@harenohi.world

http://harenohi.world

info@peacs.net

www.peacs.net

合同会社箱バル不動産
ハレノヒ株式会社

市場開発室

０３－３７０８－９０９

URL

ピークス株式会社

ソリューションビジネスユニット

特定非営利活動法人 ビーグッドカフェ

事務局

03-6413-8801

info@begoodcafe.com

https://begoodcafe.com/

PwCコンサルティング合同会社

公共事業部

03-3546-8843

jp_cons_cao@pwc.com

https://www.pwc.com/jp/ja/industries/gps.html

PwCあらた有限責任監査法人

システム・プロセス・アシュアランス部

070-1542-8221

yoshitaka.nakagawa@pwc.com

株式会社BTM

経営企画室

03-5784-0456

keiki@b-tm.co.jp

http://www.b-tm.co.jp/

株式会社

ビジネス・サクセスストーリー

地域活性化事業部

03-5533-8665

info@bs-story.co.jp

https://bs-story.co.jp/

株式会社

日立コンサルティング

株式会社

株式会社

Spontena

デジタル・イノベーションコンサルティング事業部

080-4296-2479

s.hayama@hitachiconsulting.co.jp

https://www.hitachiconsulting.co.jp/

第一営業部

03-6452-8800

eigyo@felicapocketmk.co.jp

https://felicapocketmk.co.jp/

ビジネスクリエーション統括部 政策連動ビジネス推進

03-6252-2549 (熊谷) /

部

080-2198-7745 (熊谷)

復建調査設計株式会社

社会デザイン創発センター

082-506-1843

f35300@fukken.co.jp

https://www.fukken.co.jp/

株式会社フューチャーセッションズ

スポーツチーム

080-4007-1501

oyama@futuresessions.com

https://www.futuresessions.com/sports/

株式会社プラスセン

企画推進部

03-6869-4442

contact@plus-sen.com

https://plus-sen.com

株式会社北陸銀行

地域創生部金融公金グループ

076-423-7111

eisho4@hokugin.co.jp

ボノ株式会社

コミュニティリレーション事業部

03-6228-0051

info@bono.co.jp

https://bono.co.jp/

本田屋本店有限会社

地域プロデュース事業部

0242-25-1778

order@hondaya.jp

http://hondaya.jp/

0255-82-3935

info@myoko-gt.com

https://myoko-workation.jp/

082-535-5231

contact@go-mirai.jp

https://go-mirai.jp/

info@miraikyoiku.jp

https://www.miraikyoiku-ss.jp/

フェリカポケットマーケティング株式会社
富士通株式会社

妙高ワーケーションセンター

７

日立コンサルティング

(一社)妙高市グリーン・ツーリズム推進協議会内

妙高

ワーケーションセンター事務局

https://www.pwc.com/jp/ja/aboutus/member/assurance.html

弊社トップページ：https://www.fujitsu.com/jp/
fj-public-ai-support@dl.jp.fujitsu.com

ニューノーマル時代を支えるソリューション：
https://www.fujitsu.com/jp/dx/newnormal/

みらい株式会社

未来創造事業部

(有)未来教育設計

新規事業起ち上げ支援部

ムガマエ株式会社

LX(Lifestyle Transformation)チーム

03-3373-3928

ikeru0218@outlook.com

http://www.mugamae.co.jp/

株式会社Moblo

社長室

050-5437-9719

go.yoshida@moblo.jp

https://moblo.jp/

株式会社

事業統括本部

03-6853-7700

info@ypmc.co.jp

https://www.ypmc.co.jp/

kenichi1_tanaka@yanmar.com /

https://www.yanmar.com/global/ /
http://www.yanmar.com

山下ＰＭＣ

ヤンマーホールディングス株式会社
株式会社結アソシエイト

イノベーションセンター

プロジェクトマネジメント部 0749-52-8410 / 06-

/ 食事業推進室

7636-9389

tomohiko_maeda@yanmar.com

代表取締役

080-5077-3049

matsuda@agri-assist.biz

092-283-2121

harakei@yokanet.com

03-6774-1633

akiya-ml@lifull.com

090-6242-0292

shirasaka@region-studies.co.jp

http://region-studies.co.jp

050-3817-2602

zjc_localgovernment@jp.ricoh.com

https://www.ricoh.co.jp/solutions/sousei

070-1279-9570

furusato@readyfor.jp

https://readyfor.jp/

03-5577-4037

info@local-first.jp

http://www.local-first.jp

株式会社よかネット

https://yokanet.com/
LIFULL地方創生：https://local.lifull.jp/

株式会社LIFULL

地方創生推進部

株式会社リージョン・スタディーズ

代表取締役

リコージャパン株式会社

販売事業本部

READYFOR株式会社

連携推進室

空き家プラットフォームグループ

LivingAnywhere Commons：
https://livinganywherecommons.com/

株式会社ローカルファースト研究所

白坂隆之介
自治体ビジネス本部
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団体名

担当部署

電話

e-mail

HP

特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構

事務局

03-4520-5045

info@robizy.co.jp

https://www.robizy.co.jp/home

ワーク・シンフォニー株式会社

クラウドソーシング事業部

080-6577-3629

hatakeyama@work-symphony.co.jp

httpｓ://work-symphony.co.jp

03-5411-5989

info@workationcons.jp

https://workationcons.jp/

デジタル推進支援部

070-5010-7913

open@kaigandoripj.com

www.kaigandoripj.com

福島本社

024-937-1481

オープンラボ対応係

03-6407-8458

cs@wise-vine.com

https://corp.wise-vine.com/gov

若狭工業株式会社

本社総務部

0770-25-3067

admin@wakasakogyo.com

www.wakasakogyo.com

ワンズディー・あわデザインスタジオ共同体

株式会社ワンズディー

ishii@ones-d.jp

http://ones-d.jp/top/

ワーケーション・コンソーシアム・ジャパン
ワーケーション・デジタル支援プロジェクト(海岸通り
PJ)
株式会社ワールドネクスト

（東証1部上場：株式会社

ワールドホールディングスグループ会社）
株式会社WiseVine

（カブシキカイシャ

ワイズバイ

ン）

ワーケーション・コンソーシアム・ジャパン事務局(株
式会社ティーケーラボ内)

地方創生事業部

0470－28－5820(館山) /
0438-38-5741(木更津)
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h.kudou@witc.co.jp
y.tuchiya@wnext.co.jp

URL

https://wnext.co.jp

