くにさき式

kunisakishiki

起こすコト暮らすコト
settlego[セトルゴ]とは
settle(定住)とgoを会わせた造語で、国東市が始め
た、起業アシストプログラムの愛称。市と民間企業の
協力を得た会社が、事業案件整理、融資や各団体から
の補助金とりまとめ、さらに事業計画やPRなどの経
営コンサルティングまで、ファンド、ノウハウ両面か
ら定住・起業する若者をサポートするシステム

地方で起業、という選択。
自分の人生は自分で作る、と思っていた
――― すでに地方起業に向けて動き出している若者たち

起業のタネは限りない
トップ経営者も認めた、国東市が内包する
産業創出案件、ブランドポテンシャル

国東市定住起業促進プログラム
settlego プロジェクトガイド

企画・発行／国東市・一般社団法人 agreen・株式会社 Kanmin

定住して起業する人にとって
見逃せない国東市の魅力・利点
そして、国東市が進めるsettlegoプロジェクトが、
君の夢をかなえてくれる

settlego
INTERVIEW

思い描いたことを形にできる環境に、
今、
自分はいるんだなあ、
って感じます

インタビュー

とりあえずやってみる、
のが自分のスタイル―――
settlegoプロジェクトトップバッター谷口義樹君

「実は子供のころから大きくなったら社長に

agreenの方々と一緒に事業計画書も作

から。で、秋口には内定も全部断って、

分の人生は自分で作るもの、と思ってました

安定した企業に就職することが幸せを約束する時代は
過去のものとなり、個人の才覚と努力がその後の人生を決める、
ある意味健全な時代がやってきている。 そしていち早く若者に
起業の場を提供する自治体が現れた。大分県国東市だ。

なりたい、と考えていて、もう中学生くらい

りました。まず最初の 年は、北海道から来

から、起業をイメージしてました。大学 年

などで探しては話を聞きにいってたんです。

写っている）と一緒に、国東市特産の
「味一ね

た日下部和幸さん
（右写真で谷口君とともに

くらいから、若い社長さんが集まる会をFB

大分県国東市で、起業を目指す学生や若者

それでagreen
（ ページ参照）
の方に会っ

子供のころから、
将来は起業するんだ、
って
ずっと思ってました
をサポートするプログラムがスタートしてい

1

3

目指す若者は多い。一方現在は一種の起業ブ

収入が保証されているわけではなく、起業を

る。今や大会社に就職したと言えども生涯の

将来国東で起業してみよう、と思いました」

家のお手伝いなんかもして、農業をベースに

何度か行って、実際に事業継承者がいない農

て国東市の話を聞き、すぐに行ってみました。

われたんですが、それだとリアルがわからな

がら事業を始めればいいのに、と友人にも言

す。なにも自分でやらなくても、農家を助けな

トレーニングファーム」
という施設で修業しま

ぎ
（万能ネギの一種）
」
の栽培を
「国東市こねぎ

るし、ゆくゆくはグループを作って、ともに

「今回何カ所かに分かれて修業する仲間もい

ームとも言える状態であり、今後どれだけの

的高齢者の方が、安い収入で働いている。そ

加工や販売まで事業を広げたいです。それに

いですよね。何が大変で、どこが問題なのか」
れはおかしいんじゃないかと。もっと儲けて

に欠かせないものを生産しているのに、比較

なっていくだろう。しかし地方に目を向けて

いいはずだし、これからは日本としてTPP

は流通や生産の仕組を変える新しいビジネス

「農業は、食という、人が生きていく上で絶対

みると、事業案件は思いのほか豊富で、かつ

モデルも考える必要がありますね。観光農園、

新企業が生き残っていくかはまだ未知数な段

そのポテンシャルを活かすエネルギーは不足

参加となれば、自ら生産して、加工商品を作

ホテル、レストランなんかもやってみたい」

階だ。特に都市部での競争率は激しいものに

している。

次産業化ですね。こうした強い農業が必要

って、かつ販売もする、っていう、いわゆる

国東市では、民間と協力して、起業を目指
す学生や若者に資金面、経営ノウハウ面でサ

ました。一回就職して会社経営ってどんなも

「一応2013年の夏ごろまでは就活もして

すね。そしていつか地元で就職した彼女を迎

が、選んだ道を自分で正解にするしかないで

『大変な道を選んだなあ』
って言われるんです

だよ、って説得して。就職する友人からも、

が思い描いたことを形にできる環境にいるん

「実は両親は最初猛反対でした
（笑）
。
でも自分

のか学んだあとで起業してもいいかな、って。

えに行きます
（笑）
」

になってきますし、農業をもっと儲かる、憧

を始めた。そのひとり、静岡出身で、地元の大

でもいろいろ考えて、とりあえずやってみる

れられるような職業にしたいんです」

学の国際関係学部を卒業し、数社の内定もも

のが自分のスタイルかと。子供の頃から、自

ポートするスキームを作り、市内の事業案件

らいながらすべて断って起業を決断した、谷

初年度は 名の若者が起業を目指して定住

口義樹君の話を聞いてみることにしよう。

谷口君たちが進める
新会社構想

今回のプログラムをサポートする、若手
経営者からなる一般社団法人agreenの
メンバーとともに、谷口君らは事業計画
書を作った。将来は年収1000万円の20
代農業従事者を大分県内で1万人誕生さ
せる、というビジョンのもと、農業事業
だけでなく、人材育成、派遣まで見据え
た企業を、3年以内に設立する方針
写真は谷口君らが定住
を始める前の体験風景。
こねぎの栽培をする横
山克己さん夫妻のもと
や、6ページで紹介す
る岡村農園などで実際
の農業を肌で実感した

4

の調査、整理を2014年度から行っている。

6

2
3

7

ABOUT

settlego

くにさき
起業のタネ

国東市が進める定住・起業支援プログラム
――― settlego[セトルゴ］
プロジェクトとは

ノウハウがある。

画、PRなどの面では民間の経営者に実績と

これらを組み合わせる意味で、新会社 ・産

業創出機構が行政のメンバーと、一般社団法

ンバーをそれぞれ集め、起業する学生や若者

人agreenに参加する経営者集団からメ

官民両者がそれぞれ
責任を持ってスタートする
ユニークなプログラム

さて、前ページの谷口君のインタビューを

をサポートする仕組を作り、人材募集も担当

読んでどう感じられただろう。うらやましい

一般社団法人agreen

大分市

創業促進補助金[経済産業省］
平成25年度補正予算で決定された、
「既存技術
の転用、隠れた価値の発掘を行う新たなビジネ
スモデルにより、需要や雇用を創出する事業」
の経費を最高2／3、200万円まで補助する制
度。創業のほか、事業継承して新たなビジネス
を立ち上げる
「第二創業」
も対象となるのが特徴。
農業始め、業種は問わない

コストセンターである官と、プロフ
ィットセンターである民、という発
想から、地方と民間経営者の連携を
図っている、若手経営者やクリエイ
ターから成る組織。今回のプロジェ
クトにおいては国東市と共同でスキ
ーム作りを行い、起業を目指し定住
した若者へのサポートも続ける
www.agreen.or.jp

三河国東市長
（中央）
を挟んで、一般社
団法人agreen理事で、
（株）
Kanmin
代表の安田のぞみ氏（左）
と、おなじく
agreen世話役で、プロジェクトリーダ
ーの
（株）BFT代表の平山雅一氏
（右）

➡

国東市には大分空港があり、市内中心部へは車
で10分～15分とアクセスもいい場所にある。
羽田14往復、伊丹７往復をはじめ、中部、韓国
の仁川にも便があり、成田からLCCのジェット
スターも乗り入れているので、ビジネス拠点と
しての国東は絶好の位置にあると言える

けど、そんな簡単に起業なんてできるんだろ

農業技術および経営ノウハウの習得のための研
修に専念する者を支援する
「準備型」と、経営リ
スクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗
るまでを支援する
「経営開始型」
の2つがあり、前
者は最大2年間、後者は最大5年間、それぞれ年
間最大150万円までの支給が受けられる制度

大分空港

ビジネス拠点としての
国東市の魅力

する。補助金を活用することで事業スタート

国東市

時のハードルを下げ、支援を受けている期間

福岡市

うか？いや、やる気さえあれば、多少の困難

青年就農給付金[農林水産省］

北九州市

で実績のある経営者の協力のもとに新規事業

学生・都市部在住の若者

は克服できるはずだ…etc

特別交付税を財源とし、
総務省が定める
「都市地
域」から地方へ住民票を移動させ、地域おこし
活動や農林漁業の応援、住民の生活支援などを
行う者に最大で年間400万円（報償費200万
円・活動費200万円）を1年以上3年以下で補助
する制度。3年で支援は打ち切られるが、活動
の継続は可能なので、事業を起こした場合でも
活動を継続することができ、結果的にこれを起
業支援金として活用ができることになる

定住・起業

を立ち上げる、という流れになる。

地域おこし協力隊[総務省]

実は谷口君たちを決断させた背景には、国

起業にあたって使える
補助金の例

支援

東市が整備した起業アシストプログラムがあ

る。どんな仕事でも、事業目的やコンセプト

さえはっきりしていれば、道に迷うことはな

い。ただ、実績や経験のない学生や若者にと

って起業のネックとなるのは、
資金調達や、
そ

経営ノウハウ
伝授

のための事業計画書作りなど、本業とは別な

融資先調達

部分での煩雑さにある。とは言えこれらがし

各団体補助金
整理

っかりしていて初めて事業と呼べるものにな

産業創出機構

るのも事実。そこでこういった側面を市と民

協力

資金面で言えば、地方で起業するのに有利

協力

間が一緒になってサポートしようというのだ。

国東市

な補助金制度は数ある。が、どれをどう組み

一般社団法人
agreen

合わせて使えば有効なのかなどは、行政にノ

国東市が考える新スキーム

様々な補助金のとりまとめや民間からの融資、経営ノ
ウハウやPR戦略など、実績のない学生や若者が起業
する際のウィークポイントをアシスト

ウハウがあり、通常の融資受け入れや事業計

地方には地方ならではの、新しい起業のニーズがある。
これまでは後継者不足、という観点からしか見ていなかった問題が、

起業家向け、と視点を変えると事業案件となって見えてくる。
事業化の可能性を秘めた案件の一例を紹介しよう

ファンド、ノウハウ両面でプロがサポート。
必要なのはやる気とビジョン。

seeds of kunisaki
産業創出の可能性

4

seeds of kunisaki 産業創出の可能性

国連FAOの世界農業遺産に認定された
ブランド力を活かす

seed

1

➡東京の会社からの依頼
で生産した米。今後は地
元からブランド発信を

差別化の要素が出尽くした
米に新たなブランド力が

海の見える果樹園には、
観光資源が眠っている

seed

世界遺産ブランドを活用した
ブランド米の生産／販売

➡

ため池は古来から人の力で整備

2016年完成予定の新インフラにチャンスが

5

新市庁舎部分開放

新しい国東市を建物だけ
でなく、
ソフトでも発信
2016年春を目指して、国東市では市
庁舎を新築する計画でいる。市の多目的
ホールである
「アストくにさき」に隣接
し、アールを描く大きな回廊で結ぶこと
になる。そしてこの1階部分の一部を民
間に開放し、テナントを募集して事業を
行ってもらうことが検討されている。ど
いういう業態が入居するかなどはまだ白
紙だが、現地生産した農作物を使ったカ
フェやレストランなどは可能性が高い。
また、人がより集まるようになることか
ら、フリースペースやアストを使ったイ
ベントなども実現しやすくなる。

➡

➡

味もおいしく、
差別化の
要件も満たす商品
元々漁業を営んでいた幸松さん夫婦が、
子供たちの独立を契機に、料理好きの奥
さんのアイデアを次々に商品化。普通よ
り辛い品種の唐辛子を使った
「激辛ゆず
こしょう」が大分県のワンコイン商品最
優秀賞を取ったことからブレイク。今で
は明治屋だけで月間500本も出る人気
商品を、夫婦二人で手造りし続けている。
材料に使う唐辛子、にんにくなどは自分
の農園で栽培し、出荷直前までブレンド
しない、というこだわりよう。直接栽培
する者でなければわからない材料の特徴
も活かし、都会の主婦には作れない味。

3

➡

➡

農業関連の各
新ビジネスの可能
性を広げる場所と
して、また新しい
国東のブランドイ
メージを発信する
ランドマークとな
ることが期待され
ている

➡
➡

2016年完成予定の新
庁舎予想図。右が市庁舎
で、左がアスト。この間
を
「くにさき回廊」
と呼ば
れる屋根つきの道で結び、
ここに面した部分を民間
に開放する計画だ

新規事業アイデア

地域密着型イベント会社
生産者直営カフェ

生産販売型観光果樹園など

ソース、たれは3種類、他
にたこめしの素などを3種類。
とにかくアイデアはすぐ実行

にんにく味噌はじめ、
ご飯のお供においしいシ
リーズは現在6種類

青柚子胡椒、赤柚子胡椒は同じ唐辛子の熟し具合で色
が違うが、黄色は木から違う。農家ならではの商品

「商品はみんな猿真
似」
と謙遜しながら、
「自分が作りたいモノ
を作る」
という頑固な
一面もあるご夫妻

新規事業アイデア

直販食料品店／直営レストラン

seed 国東高校園芸ビジネス科生産

現在運用中の
「アストくに
さき」
。ギャラリー、
スタジオ、
会議室などのほか、735人
収容の大ホールがある

7

ゆきまつ加工

国高・海のトマト

➡現在のところ、期間
によって校内や明治屋
で販売しているのみ

「トマトJK」計画始動？
授業から新ビジネスへ
高校の授業の一環として、土壌の塩分
濃度が高い干拓地などで生産される
「塩
トマト」が高級品として流通している点
に着目。実を付けたところで海水を与え
ると、タフな環境に対応するため、糖度
が増す。栽培時にはトマトにモーツァル
トを聞かせるのだという。普通のトマト
の5度に対し、8～10度の糖度を実現。高
級品として売り出すだけではなく、生産
している高校生をタレント化して世に送
り出すなどのアイデアで、事業拡大とと
もに国東市のブランドイメージアップに
も貢献できる新ビジネスも考えられる。

収穫後の仕分け
の様子。高校生と
共にブランド化す
れば高価格も可能

新規事業アイデア
あるタレント事務所社長はこの話を聞き、
「
『トマト女子高生』
はア
イデアとして悪くない」
と興味を示しているという

➡

seed

2

ご夫婦で丹念に果樹園を守ってきた

新規事業アイデア

➡

新規事業アイデア

梨園で研修する
学生たち。都会で
はこんな明るい表
情は見せないかも

➡

➡

➡

池の水は、上から下へ流すので
はなく、下から上へ汲み上げるの
が古来の伝統。現在も市内に1カ
所この方式の池が残っている

棚田が広がる景色も穏やかで美し
い。米のブランド化だけでなく、棚
田自体を観光資源として利用し、直
売所を設置するなどのアイデアも

市内の道の駅を見学する研修生たち

➡

➡

ため池は市内各地に現存し、場所によって
は美しい景色を作り、観光資源の可能性も

広大な土地で梨、桃、ぶどう、イチゴ
などを生産している岡村農園。岡村氏は
国東生まれではなく、脱サラして40歳か
ら農業にチャレンジしたアイデアマンだ。
地元の道の駅はじめ、独自のルート開拓
で直売も手がけている。この農園は市の
中心部からも近く、海を望む高台にある。
この立地を利用して観光農園を開発した
り、ぶどう生産のかたわらワイン作りに
挑戦し、蔵を観光インフラにも転用する
など、事業の可能性はまだ多く残されて
いる。スイーツ系の作物を多く手がけて
いるので、カフェなども可能性はあるだ
ろう。すでにプロジェクトのメンバーが
研修中。後に続く仲間を待っている。

➡

2013年5月、国東半島と宇佐地域の
農林水産循環が、国連食糧農業機関
（FAO）によって世界農業遺産に認定。世
界でまだ25カ所、日本で5カ所めにあた
る。この稀少なブランド価値をいち早く
ビジネスに結びつけることが、どの地域
でも課題となっている。降雨量が少ない
ことからくるため池や棚田の整備、乾燥
に強いクヌギ林を利用したシイタケの栽
培などの伝統が維持されていることが認
定の理由。
米とシイタケ
（元々この地は高
級品のどんこの産地）はブランド化が期
待できる。市内には、人手不足から遊休
地になっている水田がまだ多い。

岡村農園

➡

4

遊休地稲作

既に成功している農業を、
別の角度から見て事業化の可能性を探ってみよう

➡

seed

6次産業化の可能性を秘めた、
「強い農業」

ブランドトマトの販売
女子高生タレント育成
6

産業創出の可能性

seeds of kunisaki

日本有数のパワースポットとしての
ブランドを活かした誘致事業
seed

6

toto助成金利用サッカータウン構想

スポーツでの地域活性化
は、
新たな人の流れを産む

➡

小原工業用地のサッカーグラウンドは健在

➡

写真右端が
「ホテルベイグランド国東」
。空港から近いだ
けではなく、宿舎と練習場の近さでも有利な条件が揃う

新規事業アイデア

サッカーキャンプ地誘致
サッカー用芝の栽培／販売

➡空港から13分、は実現すれば全国の
キャンプ地でも最も近い場所の一つ

――― すでに日本で、世界で名声を得ている先達たち

さまざまな特産品を利用した新事業

（写真上から時計回りに）
ヘルメット潜水伊賀由希子さん、国東食彩zecco中園彰三さん、南酒造南暁さん、アキ工作社松岡勇樹さん

seed
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特産品のカボス・オリーブを使った新商品

驚異的スピードで伸びる
オリーブの新たな道

➡全国の97％の生産を占める大分県の
中でも特に国東市での生産が多いカボス

➡

2013年秋に
は、外部委託し
ていた加工作業
も市内でできる
ようになった
国東産オリーブ
オイル

オリーブの収穫量は
2013年で前年の4.6
倍と驚異的なスピード
で伸び続けている

➡

地中海に似た、温暖で降雨量が少ない
気候でかつ傾斜地が多く、ちょうど気候
も地形もシチリア島に似ている、という
特徴を活かし、国東ではオリーブの栽培
が2008年からスタート、オリーブオイ
ルの商品化もしている。元々の名産のカ
ボスやオリーブは、石鹸をはじめ天然由
来コスメの材料としても注目されている
こともあり、シチリア島をイメージにう
まく取り込んでブランド化すれば、地域
発コスメとして事業を軌道に乗せること
は意外と早くできる可能性もあり、若い
センスと力が求められている。

➡

真のグローバリストは、
都市にはいない

スポーツ振興くじ、いわゆる
「toto」の
売上は、選手の国際的競技力向上のため
の環境整備、という目的に沿った計画に
対する助成金として支給される場合があ
る。プロサッカーのキャンプ地整備やサ
ッカー場用芝農園などに、上限はあるが、
予算の2/3から4/5の助成金が下りる。
この制度を利用して、例えばホテルベイ
グランド国東脇の小原工業用地をグラウ
ンド整備すれば、空港からわずか13分の
ところにホテルと練習施設が隣接した理
想のキャンプ地ができ、両子山を中心に
寺社が密集し、パワースポットとして訴
求力のある国東半島は誘致に有利な条件
が整っている。すでに数カ所の候補地調
査のための市の予算は計上されている。

新規事業アイデア

コスメ開発／販売

seed

8and more この先は、あなたたち次第。

国東が起業に
有利な理由

これまで紹介した起業のタネはほんの
一例であり、事業に必要な、安定して商
品やサービスを提供できる環境を市では
まだいくつも把握している。足りないの
は人材だ。優秀な人材が集まることでさ
らに新たな起業のタネが見つかることも

あるだろう。
国東市には空港があるが、
こ
こから車で30分ほどの場所には由布院
や立命館アジア太平洋大学を擁する別府
が位置し、自然と文化がちょうどよいバ
ランスで存在する、住環境としても申し
分のない地域であると言える。

最後に、ある国東在住のアーティスト
の言葉を紹介しよう。
「自分にとっては、
東京もニューヨークも、メールで連絡し
合うか飛行機に乗っていく場所であり、
正直、ここに住んでるとそんなに距離感
が変わらないんだよね」
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古民家を魅力的な空間にするのは
都市生活者にはしょせんムリ？

かつて学校だった社屋から、
世界を驚かすアイデア商品が産まれている

シェフも古民家も一流だから
メニューも空間も絶品

ウェットスーツ素材で開発された
画期的な
「やわらか湯たんぽ」

[国東食彩zecco］

[ヘルメット潜水］

由緒ある古民家で気鋭の
シェフの多彩な料理を堪能

体は温めるのが一番健康によい、
という流れをつかんで大ヒット中

国東市の中心部の海岸寄りに位置する立派
な古民家は、国東半島沖の姫島出身で、自民
党副総裁も務めた戦後の大物政治家、西村英
一氏がかつて所有したもの。現在は宇佐市出
身の新進気鋭のシェフ、中園彰三さん経営の
レストラン。和洋問わず様々なジャンルで高
い評価を受け続けた彼のメニューは、和食か
らフレンチ、イタリアンまで多彩。どれも国
東の旬を活かした本格的な味で、遠く福岡か
らもリピーターが訪れる。中園さんはレスト
ラン経営に留まらず、将来は国東をベースに
した飲食産業を若い仲間と広げたいという。

➡
➡

➡光溢れるテラス席。他
に元貴賓室を使った個室
や、 本間で14 畳ある和
室など雰囲気もメニュー
同様バラエティに富む

家族3人のアート暮らし

➡

➡店舗だった物件を改装
若干22歳の息子さんの
作品。中野さんは市の広報
アドバイザーも務める

➡

3階からは両子山や海も見渡せる。
1階、
2階も広大な空間で、アーティストによっ
てはこの空間を活かした展示を行うことも

➡

元は和田さんの実家が経営する酒蔵だった建物

➡

広大で清潔な酒蔵は、国東のランドマーク

驚きのオンリーワンブランド
国東市がビジネスに有利なワケはまだある

アキ工作社の隣の
元幼稚園が工房

歴史ある酒蔵で、
若社長が奮闘中

空港からほど近い場所に
伝統ある銘酒がある

100年以上続く酒蔵で、戦後い
ち早く麦焼酎を製造した老舗では、
社長就任間もない南暁さんが、名
物関サバ関アジに合う焼酎を地元
の漁師と共に和合
（ブレンド）
する
などの新機軸を打ち出す。2014
メイン商品の
「とっぱ
年大河ドラマの名称を冠した
「官
い」
は、手造りながら手
兵衛」も焼酎としてはここだけ。
頃な値段

明治40年の第一回全国清酒品
評会から賞を取り続けている老舗
の酒蔵は、実は1963年、日本で
初めて吟醸酒を市販した歴史を持
つ。
「西の関」
とは西の大関
（当時は
大関が最高位）
を目指した名前。
日
本初の歴史を持つブランドは、さ
らに広い認知を得る可能性がある。
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た小物なども制作

➡

[南酒造］

日本初の吟醸酒発売の
歴史を持つ140年続く酒蔵

➡

座布団、草履など
[二豊製畳有限会社］の他、デザインされ

関サバ関アジに合う
焼酎を漁師と共同開発

独創性と芸術性が評価され、
事業拡大への道が開いた

©Disney

アキ工作社の松岡勇樹さんは美大を出て東
京で建築家として活躍していたが、ニットで
美術作品を作っていた夫人の個展用に、トル
ソーをCADシステムでデザインし、
段ボール
で組上げて作ったところこれが好評でグッド
デザイン賞も受賞、商品として発売するに至
った。商品はプラモデルのように1枚の段ボ
ールに切れ目が入っていて、自分で組み立て
るようになっている。大分県主催のビジネス
プラングランプリを獲得したことで得た賞金
や信用が、事業のスピードアップに役立った
という。今ではミッキーはじめディズニーの
商品も手がけ、海外でも売上を伸ばしている。
2001年に安岐町に移り、2010年から廃校
になった校舎を再利用した工房を営む。

湯たんぽではなく、同じ素材で
ルームシューズなども発売。有名
デザイナーとのコラボ商品なども

段ボールで作ったトルソー、
ということで
「d-torso」
。商
標ももちろん取っている。海
外のメーカーが作品を模倣す
るなど、影響力は強い

➡

本物の琉球畳の畳表は、
国東でしか穫れない

[アキ工作社］

ミッキーのほかに
ミニーやドナルドな
どももちろん発売

[萱島酒造］

旧校舎を工房として利用しているだけでは
なく、盆踊りならぬ
「ボン・ダンス」
大会開催
や、校庭での結婚式などにも活用している
➡松岡さんは生まれは安
岐町だが、すぐに転居。
「20年もいればもういい
かな」
と東京を離れた

このギターは作品。
イベントや展示会のデ
ィスプレイなどもよく
頼まれるという

➡

➡

表具作家とは、一
言で言うと屏風絵ア
ーティスト。和田さ
んは依頼主の古い着
物を屏風に再生する
などの仕事も行う

建築家が生み出したアイデアに
ディズニーも唸った
「d-torso」

➡

多くの雑誌、ポスターなどで活躍するイラ
ストレーターの中野伸哉さんのアトリエも国
見町にある。
以前は川崎市に住んでいたが、
国
東市は空港に近く、たまの打合せにも困らな
いという。ギャラリーでは奥様や息子さんの
作品も合わせて展示、販売している。

➡

今から140年も前に建てられた、当時とし
ては珍しい木造3階建ての建物は、現在、表
具作家の和田木乃実さんと、Uターンした息
子の圭介さんが運営するギャラリー兼カフェ
として、数々のアーティストが移住している
国見町アート村のシンボルのような存在にな
っている。和田さんは地元の古寺の屏風修復
なども行いながら、作品を作り続けている。

子供たちの息づかいが残る校舎で
若いスタッフが和やかに働いている。
➡こんな札も元校舎のオフィスらし
いかわいらしさ

➡

[LA PALOMA]

数多くのアーティストが
移住する国見町のシンボル

琉球畳に使う畳表は、古来七島
イという、イ草ではなくカヤツリ
科の植物。実は現在これを栽培す
る農家は国東に5軒を残すだけ。
近年、デザイン性の高さから人気
の琉球畳の本物を普及させるため、
振興会が設置され、畳以外の商品
なども作られるようになっている。

➡

アーティストのクリエイティビティを刺激する、国見町の空気

この事業の生みの親、アイデアマンの伊賀正男社
長(左)。由希子さんは東京で代理店勤務の経験もあ
り、若いセンスでブランド力アップに貢献している

➡

[涛音寮］

1982年、ウェットスーツの製造販売業と
して国東でスタートした
（株）
ヘルメット潜水
の大ヒット商品が、柔らかく保温性に優れた
ウェット素材の特徴を活かした
「CLO'Zやわ
らか湯たんぽ」
。温かさが長持ちし、低温やけ
どの心配もなく、形状も自由に作れるので首
用、足用などはつけたまま動くことができる
のも画期的。今では、大手通販サイトやカタ
ログでも引っ張りだこの人気商品。海外でも
知名度を上げている。廃校になった中学校の
校舎を再利用した社屋で、ベテランスタッフ
と若いスタッフが丁寧に手造りしている。
2012年、現社長の長女で、東京でミュージ
シャンとして活動していたという異色の経歴
を持つ伊賀由希子さんが入社。ウェブPRや
コラボ商品企画などで活躍している。

国東名産のワカメを練
り込んだ生パスタの魚介
トマトソース
こちらも国東名産のシ
ーフードの包み焼き。昼
限定20食の花かごラン
チも人気
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