
ふたつの『ふるいち』プロジェクト
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2020年10月19日



従来の

「古本市場」を
進化させる新たな創造

『ふるいち』活動
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古本市場
（ふるいち）×

新たな
コミュニテイの

形成

新規顧客の獲得
新たな事業ニーズの発掘＝

リアル店舗の「古本市場」、「ふるいち」 コミュニティ活動が

合わさり新しいステージへ
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「ふるいち」 活動が目指すもの



商品を提案

■ 営業活動の活性化に必要な循環

*重点人を集める
新規顧客
の獲得
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を促す
購入

再来店

「ふるいち」 活動が目指す無限のループ



・さらなるコミュニティー
アプローチの展開

【地域コミュニティー】

【コミュニティから個へアプローチ】

【サブカルイベント取組】

・具体的なニーズの掘り
起こしから本業に連動し
たアプローチの展開

小売・不用品
の現金化 ⇒古本/ｹﾞｰ
ﾑ/CD/DVD/ﾎﾋﾞｰ雑貨/
貴金属

【本業】

余剰品の供給

集いの場の活性化！

販売・買取
顧客の増加

■告知・広報能力（コミュニティ形成能力）の徹底強化■

【障がい者自立支援取組】

【防災活動取組】
【地域イベント取組】

「ふるいち」 活動が目指す人を集める力＝人とつながる力
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SNS／つながり
強化

■店舗を取り巻くコミュニティの形成



『ふるいち』 の具現化
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（店舗の外観発信）
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地域コミュニティーに向けた情報発信基地 「ふるいち」 の具現化



（新規：2020年10月～）

会社設立30周年を記念し、オリジナルキャラクター「よしおくん」を
リニューアル！
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② 「ふるいち」～子どもの未来応援プロジェクト

① 「ふるいち」～地方創生プロジェクト
（従来：2018年 3月～継続）

両プロジェクトのアンバサダーに 『新よしおくん』 が就任。
告知物（2D/3D）や各種イベントに着ぐるみとして登場するなど、告知広報
活動に活かして参ります。

ボク、
新しくなり
ます！
New
よしおくんを
ヨロシク
ね～♪

従前の「よしおくん」
創業者のアライグマ
の体型をイメージして
誕生しました。

New よしおくん



人を集める＝人とつながる
原点となる取組
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従来（１つ目）の

『ふるいち』活動

① 「ふるいち」～地方創生プロジェクト



本格的な計画始動に向けて準備中

各地の活動
を連動

全体概要 【各地の地方創生活動を全国規模で連動させる取組】
※新型コロナウイルス感染症の影響により
関金温泉の施設は現時点で閉館となり
ました。今後は新たなプロジェクトを展開
します。
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《人気番組でも取上げ》

《番組内ランキング 第１位》

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



「古本市場」店舗網
との連動

【ユニークなコンテンツ】

・日本の漫画文化を築いた聖地（トキワ荘）
・近隣にエキサイティングな自然環境を有した
リアル漫画村（関金モデルより派生）
・アニメ関連グッズ等廉価に供給できる「古本市場」
店舗ネットワーク

コロナ禍ながら
海外活動展開を
慎重にアプローチ中
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取り扱いリサイクル商品の可能性追求（eco~SDGsの切り口）
⇒海外への展開、取引企業との連携により国内外の営業を活性化

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

地方創生活動を海外へも連動



子どもの未来を応援する取組
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新規（２つ目）の

『ふるいち』活動

② 「ふるいち」～子どもの未来応援
プロジェクト
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今年設立３０年を迎えた当社は、
2007年の業績をピークに、ひたすら右肩下がりに業績を
落としていました。
３年前から抜本的な構造改革を推し進めましたが

「もう世の中の人は私たちを必要としていない
のではないか。私たちの存在に気づいてくれない
のではないだろうか。」
そんな思いを何とか覆そうと取り組む中で、
ある青年のつぶやきが私たちに勇気を与えてくれました。

クソお世話になりました！
ドラゴンボール進撃の巨人ニセコイ
テラフォーマーズなどなど
ここが無かったら
マンガ好きにはならなかったと思う！
ありがとうございました！

私たちは、エンタメコンテンツを通じて 『子どもの未来』
を応援する伝道師です。

私たちの活動の原点



■当該プロジェクトの目的

① 漫画の聖地 「トキワ荘」より未来の子どもたちへ日本の漫画文化をつなぐ発信に貢献
→「トキワ荘」まんがの巨匠は、子どもの未来を創造し様々な作品を世に生み出してきました。
その功績を絶やさないよう、日本の漫画文化の聖地に出店した「ふるいちトキワ荘通り店」で、
レガシー（遺産）を後世に伝える役割を担うコンセプトショップとして、貢献いたします。

②eスポーツ等デジタルコンテンツが生み出す未来の子どもたちの活躍の多様性を追求
→部屋（個の空間）から世界へ飛び出す可能性♪子どもたちの隠れた得意にスポットライトを

当ててまいります。

③子どもたちに未来をつなぐ地方創生活動の実現
→現時点で非公開となりますが、コロナウィルス感染症の影響で施設閉館となりました「関金プロジェクト」

を引き継ぐ、新たな地方発信拠点の創造を推進してまいります。

④「ふるいち」系列店舗での子ども向けイベント企画の拡充
→頭で考えること、体を動かすこと、直接体験すること。子どもたちの五感を刺激する様々な活動を充実
させてまいります。
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■「ふるいち」～子どもの未来応援プロジェクト



取組実績報告
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



■「ふるいち」店舗拠点の活動目的

地方創生活動による地域連携強化～店舗／インターネット活動活性化

（１）取り扱いリサイクル商品の可能性追求（eco~SDGsの切り口）

① 自治体／企業連携による地域経済の活性化を推進
→複数の自治体との連携拡大中。今後は、山陰ルートの開拓を指向。

② 取り扱い商品の販路拡大、廃棄削減
→古本を集客スイッチとして自治体や企業に供給活用、フィギュア、ホビー商品の活用推進

③ 海外への展開、取引企業との連携により国内外の外国人営業を活性化
→ex.年間７万人の外国人観光客を送客するT社との提携調整中。他連携拡大見込み。

① 各地における「ふるいち」店舗活動を連携し、ユーザーが回遊する仕掛けづくり
→情報サイト開設により従来単発発信となっていた点を改善、SNSと連携した発信力を強化

②公共性のある活動と事業活動が連動することでメディア等告知媒体と連動
→通常ユーザーのみならず、世相を反映させ様々な媒体の興味を引く魅力ある分野を開拓

（２）告知広報力強化による事業活動の活性化（注目され認識される）
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



■地元サブカルチャーイベントとの連携
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

30年間活動を続けるサブカルチャー コミュニティーとの連携



■立川志ら乃師匠、名探偵コナン（工藤新一）声優：山口勝平 さん

直接連携！
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
サブカルチャー コミュニティーで

つながる輪 ～立川企画様



■「古本市場」店舗における特設売り場の展開
店舗に彩りを加える特設
コーナーを岡山地区店
舗全店に展開（８店舗）
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

障がい者自立支援活動の展開



■地域サブカルチャーイベントでの連携
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

障がい者自立支援活動の展開



■自社キャラクターによるオリジナル手焼き煎餅の販売を開始

一部の店舗限定
で2019年8月より
取扱開始
※新よしおくん近日ラインナップ♪
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

障がい者自立支援活動の広がり
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
地域百貨店との活動連携



■地元企業との連携が奏功し 『フクヤマニメ』に昨年より正式参加
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
地域百貨店との活動連携



【テニスコミュニティー】
足掛け25年以上の活動に
より、15,000人以上参加！
※メーカースポンサー連携あり

【ダンスコミュニティー】
20年弱の実績を保有。
倉敷市民会館 2ステージ
満席。3,500人以上参加！

既存取組に加え、コロナ禍
での新たな取り組みを創出
すべく再発進いたしました！
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

■長年の地域活動によりコアな発信能力を持つ団体との連携を強化

地域スポーツ団体との活動連携



■会社設立３０周年と関西店舗網活性化プロジェクト始動！
「古本市場」 関西５０店舗網による強化キャンペーン展開

関西万博会場

【強化キャンペーンPOINT】
・当社収益源の中核となる京阪神エリアにつ
いて、万博開催を旗印に営業強化施策を集
中的に展開する。
①プロデビュー30周年
②岡山県出身

③特に関西で知名度が高い「辰吉丈一郎」氏
を広告塔として起用。

https://furu1.info/tatsuyoshi/

25

■戎岡彰氏 「えびちゅチャンネル」
当社が運営サポート連携中！

ドミナントエリア強化策
として

新たなコミュニティの開拓！

YouTube開設後日々急成長♪

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
最重要 ドミナントエリア内での

新たなコミュニティー形成推進

https://furu1.info/tatsuyoshi/


■ふるいちNINJA CITY店リニューアル

2020年より、非公認地元キャラクター「みたま

ちゃん」を運営する地元有志と連携し、地域（店
舗施設）の活性化プロジェクト始動！
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
インバウンド顧客へのアプローチ
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「トキワ荘」 まんがの巨匠の功績を
後世につなぐ取組への参画

■トキワ荘大學文化祭～町を仮想大學と見立てた斬新な取組

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



■巨大ジオラマ～トキワ荘が復元され 2020年7月open   
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「トキワ荘」 まんがの巨匠の功績を
後世につなぐ取組への参画

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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「ふるいちトキワ荘通り店」
2020年3月13日open

■トキワ荘マンガミュージアムに隣接～地域に根差した活動展開

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



『ふるいち』
地域コミュニティーに向けた

防災意識醸成の取組
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

地域に必要とされる店づくり
度重なる災害に備えた警鐘



㈱テイツー 「古本市場光が丘店」×東京地本
開催日時 2018年7月28日（土） 11:00~15:30
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



㈱テイツー 「古本市場京山店」×岡山地本
開催日時 2018年8月25日（土） 11:00~14:00
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



「古本市場中仙道店」×岡山地本×岡山県セルプセンター
開催日時 2018年11月25日（日） 10:00~15:00
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



「古本市場 中仙道店」×岡山地本×岡山県セルプセンター
開催日時 2018年11月25日（日） 10:00~15:00
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



㈱テイツー 「TSUTAYA村岡店」×神奈川地本
開催日時 2018年12月1日（土） 10:30~15:00
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



「古本市場高島店」×岡山地本×岡山県セルプセンター
開催日時 2019年2月3日（日） 10:00~15:30
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



「古本市場京山店」×岡山地本×岡山県セルプセンター
開催日時 2019年6月22日（土） 10:00~15:30

自衛隊、近隣の学校、町内
会、各種施設、行政危機管
理部門との連携。
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



■災害派遣カードゲーム制作連携 ～ネット関連検索 2,000万件相当
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
地域コミュニティーに向けた
防災意識の醸成



『ふるいち』
温泉街活性化事例①

（地域への影響力拡大）
店から町へ手元在庫の有効活用

コミックは現地在庫負担を軽減するため
当社販売物として提供
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



■地図上の湯原温泉

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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（一社）湯原観光協会、
湯原町旅館協同組合との業務提携



※ 「地方創生」活動の一環として、人口集積地に展開する「古本市場」の店頭告知と
貴重な観光資源を持つ湯原町をつなぎ、施設利用の優遇処置を連携！

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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（一社）湯原観光協会、
湯原町旅館協同組合との業務提携



《10/17（水） とっとり・おかやま新橋館》

【内容】
湯原観光協会 ⇒西日本豪雨風評被害からの復興PR
当社 ⇒上記に連携し、現地出店・キャラクターPR
ふるいち ⇒西日本豪雨被災地炊き出し支援から復興PR

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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平成30年西日本豪雨災害
復興イベント企画

http://www.marubu.com/


■とっとり・おかやま新橋館でのイベントの様子■
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
平成30年西日本豪雨災害

復興イベント企画



・出店の目的
『古本市場⇔湯原温泉』両者の持つリソースを融合した
地方創生活動の拠点を創る

・湯原観光情報センターを拠点に地方創生活動を展開
古本を中心とした魅力ある癒しの空間作り

・バーチャル店長 「ふるもと一葉」のコミュニケーション
ツールを介した地域ニーズ の発掘
低年齢層から高齢者を含めた気軽なコミュニケーション
の場を創る

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト

44

ふるいち湯原温泉はんざき店
（地域30年ぶりの本屋を出店）
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■現地セレモニーの様子■

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
ふるいち湯原温泉はんざき店

（地域30年ぶりの本屋を出店）



【販売実績】
１ヶ月当たり７５０冊相当！
※旅行客、地域需要有り
※蔵書約８，０００冊
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
ふるいち湯原温泉はんざき店

（地域30年ぶりの本屋を出店）



■バーチャル店長と店内の様子■
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
ふるいち湯原温泉はんざき店

（地域30年ぶりの本屋を出店）



『ふるいち』
温泉街活性化事例②

（地域へのさらなる影響力拡大）
町から県へ手元在庫の有効活用
コミックは格安で提供し毎月の施設利用客数に応じて

収益をシェアする契約を締結、メンテナンスを当社が担当

※新型コロナウイルス感染症の影響により
関金温泉の施設は閉館となりました。
今後は新たなプロジェクトが移転進行中です。
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト



【関金温泉】

旅館／ホテル
全盛期 10 件 ⇒現在 2 件
※旅行客激減の状況を打開する！

岡山県との県境、蒜山三山の懐に
位置し、日本有数のラジウム含有
量を誇り、「白金の湯」と呼ばれま
す。約千二百年前に開湯したとも
いわれます。小鴨川の支流矢送川
と滝川の合流点にあり、作州街道
と大山への分岐点にあたる宿場町
として、また湯治場として栄えてい
ました。

従来、国民宿舎や共同浴場が整
備され、国民保養温泉地に指定さ
れています。
2011年、日本名湯百選に選ばれま
した。（※NPO法人健康と温泉
フォーラムが選定）

【ふるいち関金温まんが王国店 2019年４月７日open】

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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山陰地方（鳥取県）の地方創生



• 私たちは 『まんが王国とっとり』の精神に感銘し、当社の既存経営

資源を活用することで、『まんが王国とっとり』のコンセプトに合っ
たコミック蔵書２０万冊を誇る日本一の漫画温泉宿泊施設を立ち
上げることといたしました。

• 本件取組は、施設が立ち上がることで県内に来訪者が１日でも長
くとどまり、『地方創生』活動の一環として地域経済の活性化が促
進されることを目的としており、県内に広がる観光地やアニメ聖地
と施設をネットワークで結ぶことで最大限の効果を追及します。

• 関金温泉の交通環境は不便と考えられがちですが、サブカル
チャーの魅力（情報発信力）は、現況を打開する大きな起爆剤と
なります。

• 今後、私たちは段階的に地元自治体との連携を深め、様々な企
画提案により地方経済の発展に貢献するとともに、CSV（Creating 
Shared Value）の観点から新しい事業の開拓に注力するものであ
ります。
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
プロジェクト立ち上げの経緯



関金温泉

施設名：国民宿舎グリーンスコーレせきがね
所在地：鳥取県倉吉市関金町関金宿1397-3

（宿泊人数150名、収容人数500名）

湯原温泉
（既振興エリア）

車20分

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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施設の概要
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【地域の現状】 【本件取組による善処策】

・関金温泉の宿泊型施設は、全盛期１０
件。現在は客数減により２件となった。

・鳥取県は、アニメコンテンツや自然の観
光資源を相応に保有している。

・観光スポットによっては、宿泊施設が少
ないため地域に滞在できず、日帰りの来
訪者が多くなる傾向にある。

・地方から都心に向けての効果的な情報
発信が求められる。

・関金地域には充実した公共施設（総合
運動公園など）も存在するが、あまり稼動
していない。

・本件新規取組にかかる観光客への公的
な優遇処置はない。

・施設の集客により、近隣地域の経済活
性化を図る。インバウンド効果も吸収。

・幅広い観光情報を施設来訪者に対して
積極的にアピール、観光目的地を紹介す
ることで、地域における滞在日数を高める。

・施設が保有する無料送迎バスを運行。
来訪者の観光をサポートし、県内広域の
活性化を図る。

・多種多用な施設内でのイベント企画の
展開、SNSによる施設と来訪者からの情

報発信によって全国に向けた告知を効果
的に行うことができる。

・施設が情報発信基地として、テニス、ダ
ンス等、スポーツのコミュニティなど、企業
団体の施設利用を推進サポートする。

・地域における交通移動等、観光客の特
性にあわせた自治体との連携構築。

【地域活性化の具体的な構想】

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
期待効果



【関金温泉から広がるコミュニティーポテンシャル】

『まんが王国』鳥取県は、２０１９年
外国人が訪れるべき日本の観光地
ランキング第１位（国内最大級の外
国人向け情報サイト「ガイジンポット
（GaijinPot）を運営する株式会社

ジープラスメディア」選出による）に
選ばれており、その理由の１つにア
ニメコンテンツ豊富な場所として紹
介されています。

⇒自治体、一般団体と連携し、
地域ネットワークを
結ぶことで地方経済
を活性化！

ツアー送迎

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
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期待効果
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
施設の概要
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
ふるいち関金温泉まんが王国店



56

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
ふるいち関金温泉まんが王国店



■鳥取県後援によるイベントの様子■ ～SNS等による情報拡散を後押し！
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■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
ふるいち関金温泉まんが王国店
（とっとり・おかやま新橋館2019年5月11日openセレモニー）



■日本一の「まんが温泉」をうたい文句に施設の活性化を実現

せきがね施設利用客数
直近10か月計・前年比

153.8％
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「ふるいち」のコンテンツ
パワーと情報拡散の
仕掛けが施設の活性化を
実現したことを立証！！

■「ふるいち」～地方創生プロジェクト
施設利用総客数の大幅な増加




