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地域ビジネス研究室
Regional Business Laboratory
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地域資源を発掘して地域ビジネスとして産業化したり、グリーン
ツーリズムやエコツーリズムのようなソフトツーリズムとして活用
したりというような方法によって観光まちづくりを進めるための組
織や仕組みに関する研究を行っています。

We are conducting research on organizations and 
mechanisms for promoting tourism-based community 
development by methods such as excavating regional 
resources and industrializing them as regional businesses, 
and utilizing them as soft tourism such as green-tourism and 
eco-tourism.

地域資源を使った地域ビジネスの創出や観光まちづくりの推進を通し
て地域の活性化を図る地域マネジメントについて研究しています。また、
新しい海の使い方である「里海」をマネジメントする方法についての研
究開発に取り組んでいます。

We are researching about regional management that promotes 
revitalizing a region through creating small businesses and 
tourism-based community development using regional resources. 
In addition, I’m engaged in research and development on how to 
manage “Satoumi”, a new usage of the sea.

多様な人たちが共同で利用する環境を持続的に利用するためのマ
ネジメントの組織と仕組みの研究、特に新しい海の管理方法であ
る「里海」を対象とした多段階管理システムの研究を行っています。

We are studying a management organization and mechanism 
to sustainably use an environment shared by diverse people, 
especially a multi-level management system targeting 
“Satoumi”, a new management method of the sea. 

地域資源を使ったビジネスや産業の創出ならびに
地域資源のマネジメントに関する研究
Research on creation of business and industry using regional resources and
management of regional resources and environment
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