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移住支援総合サイト

移住支援総合サイト

https://komforta.ai/

弊社は、東京一極集中型の状況から、地方へ人口分散させることによって
地域がもつポテンシャルを発揮＝活性化することを命題に事業を行っております。

Komfortaで登録頂いた会員を対象とした相談窓口にて、電話、メール等でコミュニケーションを図り
移住サポートを実施し、会員との関係構築と潜在的な課題の抽出を行っています。

要望ヒアリング／移住地の提案／移住制度の説明／各種相談 （住まい・仕事・協力隊・地方起業・移住後の生活）

・移住希望者に対し、自治体の魅力や各種支援情報等を発信。
・利用者は首都圏在住者が多く、約80％が20代～40代の子育て世代。
・会員約3,300名

Komfortaの特徴〈 〉

主な支援内容〈 〉

Komfortaについて

弊社事務局運営 移住相談窓口について
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Komforta Workat ionにおけるWorkationの定義

Workation〈 〉 Work×Location×Connection〈 〉＝
「すべての人に快適な暮らしを」というテーマで移住支援を行ってきた
Komfortaで、好きな場所・新しい場所で仕事をして、地域や人とつながって
いく体験を新たに提供するためにKomfortaWorkationは生まれました。
「Work×Location×Connection」の相乗効果により、新しいアイディアの
創造、人脈の構築、ビジネスチャンスの発掘をはじめ、関わったそれぞれの
ひと自身の世界が広がっていくきっかけを提供します。

Work
仕事

Location
場所

（景色・建物・地域全体）（景色・建物・地域全体）

ConnectionConnection
つながり

WORKLOCATION CONNECTIONWORKLOCATION CONNECTION



Komforta Workat ionの目的について

全国のワーケーション施設の紹介サービスを行うサイトです。

各自治体様への移住支援のため、年間1,000自治体を訪問する弊社スタッフの実際の利用体験に基づき、「一定水準
以上の設備が整ってストレスなく働ける」「地域との交流、つながりの創出」の視点にこだわり、厳選して掲載させて
いただいています。

「働きやすさ」に
焦点を当てた施設のみを

全国から厳選

施設情報のほか
交通手段・金額

周辺情報など一括提案

施設利用者や地域との
交流による

つながりの創出



Komforta Workat ionサイトの特徴 ①

全国多数の施設情報掲載

弊社独自の基準を設け、厳選した施設だけを多数掲載
しています。
掲載施設数は随時増加しています。

様々な検索方法で施設を探す事が可能

値段やエリア、体験イメージ(こだわり検索)から目的
にあった施設を見つける事が可能です。
今まで知らなかった穴場施設にも出会えます。



Komforta Workat ionサイトの特徴 ②

各施設の豊富な情報が見やすい個別ページ

施設内の写真を多用し、どのような環境であるかを
イメージしやすく掲載しています。
基本的な設備はアイコンにて表示しています。

施設運営者(オーナー)の声を掲載

運営者から施設のコンセプトや想いをお伺いし、掲載
しています。
運営者の人柄に触れ、施設への親近感を持って頂けます。



Komforta Workat ionサイトの特徴 ③

スタッフ体験ブログを掲載

弊社スタッフが実際に掲載施設を利用し、感想を掲載
しています。利用者目線で施設周辺の情報やオススメの
ポイントをまとめています。

利用者からの声をレビューとして掲載

色々な年代や性別の利用者からの感想を掲載しています。
実際に施設選びの際の判断材料となります。



Komforta Workat ion利用イメージ KW = Komforta Wokaitiomn

① 契約 貴社 KW

② 閲覧・ご予約
Komforta Wokation内にてご利用日の予約
をして頂きます。

貴社社員様 KW

③ 施設のご利用
施設をご利用頂きます。
ご利用料については貴社社員様から施設に
お支払い頂きます。
尚、会員プランによっては、当日のお支払いが
不要となります。

貴社社員様 施設

④ 月会費お支払い 貴社 KW

①契約 ④支払 ③利用②閲覧・予約

ワーケーション施設
(運営：民間事業者or自治体)

Komforta Workation
(運営：スカラパートナーズ)

貴社 社員様貴社



Komforta Workat ion法人ユーザー向けサービスの特徴

法人契約をご検討されている企業が増えています。

法人契約を結んでいただく事によって、施設や環境を最大限に活かしたご利用を行っていただく事が可能です。
環境省が補助金の支給を決めるなど、国もワーケーション普及に向けての動きを強めています。

社員に割引価格で施設を利用していただける有料の会員
プランをご用意しております。 ワーケーション施設主が地域のハブとなり、以下の活用

を頂いております。
①地域の施設を活用した人材育成
②地域企業への一次情報収集・調査のコーディネート
（新規事業開発への活用）

① 法人向け 有料会員プラン ② ワーケーション施設を活用した機会の創出
　  （人材育成、新規事業開発支援）

利用できる施設の一例

変革マインドセットプログラム
フェーズ
01 新規事業開発の知識・スキルインプット（オンライン）

フェーズ
02

現地滞在研修（KomfortaWorkationの紹介施設）
現地滞在研修では、地域企業と連携し、地域の社会課題
解決等に取り組みます。

（詳細は別項）

（詳細は次項）



Komforta Workat ion

コワーキングプラン コワーキング施設を半額（上限1,500円）で
ご利用いただくことができます。 1名様につき1回/月

スタンダードプラン 全施設、毎回500円割引で
ご利用いただくことができます。 無制限

チーム利用プラン 指定の貸切施設(♦)をチームで利用する際に、
月5チームまで無料でご利用いただくことができます。

５チーム/月
※宿泊の場合1泊ずつ

1名様につき1回/月
※宿泊の場合1泊まで

1名様につき1回/月
※宿泊の場合、合計1泊まで

スタープラン 指定の施設(★)を月1回まで無料で
ご利用いただくことができます。

ダイヤモンドプラン 掲載全施設を月1回まで無料で
ご利用いただくことができます。

会員プランのサービスとは別途、企業様ごとに異なるご利用
形態や頻度・人数に応じて専用プランをご提案しております。
お気軽にご相談ください。

企業様向け有料会員制度のご案内

有料会員プラン一覧

企業様別独自プランのご案内

会員プラン プラン内容 ご利用回数

※会員人数によって月額料金が異なります。 別途お見積りいたしますのでご相談ください。



コワーキングプラン

割引内容
コワーキング施設を半額で利用可能（上限1,500円）
ご利用頻度：1名様につき1回/月

おすすめ利用シーン
・働きやすいストレスフリーな環境で社員にコワーキ
　ングスペースを活用した働く環境を用意したい

スタンダードプラン

割引内容
全施設、毎回500円割引
ご利用頻度：無制限

おすすめ利用シーン
・週に一度など定期的にコワーキングスペースや　　
　ワーケーション施設を活用した働く環境を用意したい

※ご利用可能時間は施設により異なります

※表示の料金は100名様までの料金です。 人数によって月額料金が異なります。 別途お見積りいたしますので、ご相談ください。



指定の貸切施設をチームで利用する際に、無料でご利用可能。
※１チームあたりの上限人数は、各施設の最大収容人数に準拠します
※ご利用可能時間は施設により異なります

※宿泊の場合は1泊ずつ

チーム利用プラン

割引内容

おすすめ利用シーン
・ブレストやアイデエーション、チームビルディングなどの用途で　
　チーム単位でワーケーションを実践したい

・コロナ禍で社員同士のコミュニケーションが取れていない課題を　
　解決したい

※表示の料金は100名様までの料金です。 人数によって月額料金が異なります。 別途お見積りいたしますので、ご相談ください。
※利用可能施設やご利用内容は一般利用とは異なります。詳細はホームページをご覧ください。

ご利用頻度：５チーム/月

The Harbor（北海道小樽市）
コラーニングスペースHLS弘前（青森県弘前市）
ベニヤマ自然パークコテージ（秋田県大館市）
Solsta Labo新白河（福島県白河市）
WIND＋HORN（群馬県みなかみ町）
TENT幕張（千葉県千葉市）
コワーキングスペース まるも（千葉県富津市）
GOOD WORK（東京都渋谷区）
DIGIMA BASE（東京都新宿区）
ThinkSpace鎌倉（神奈川県鎌倉市）
haletto house SAKANOSHITA（神奈川県鎌倉市）
haletto house KOSHIGOE（神奈川県鎌倉市）
長谷壱番館 お宿（神奈川県鎌倉市）
NEKTON大船（神奈川県鎌倉市）
チガラボ（神奈川県茅ヶ崎市）
Azuki旅音（石川県金沢市）
Asobi旅音（石川県金沢市）
礎旅音（石川県金沢市）
Casaya旅音（石川県金沢市）
Kanazawa旅音（石川県金沢市）
Crasco旅音（石川県金沢市）
Kenroku旅音（石川県金沢市）
つなぎ庵旅音（石川県金沢市）
Riverside旅音（石川県金沢市）
Wacasa旅音（石川県金沢市）
Hyotan旅音（石川県金沢市）
Ekichika旅音（石川県金沢市）
Tenjin旅音（石川県金沢市）
Oyama旅音（石川県金沢市）
里山まるごとホテル中右衛門（なかよも）（石川県輪島市）
縁がわ～TOKONAME～（愛知県常滑市）
阿部野長屋（大阪府昭和町）
時乃家（奈良県吉野町）
ゲストリビングMu南紀白浜（和歌山県白浜町）
SUSAMI LIFE HAUS（和歌山県すさみ町）
紺屋町家（和歌山県田辺市）
GlampHouse DAISEN Forest（鳥取県米子市）

利用可能施設一覧



指定の施設を無料でご利用可能。

※宿泊の場合は1泊まで

スタープラン

割引内容

おすすめ利用シーン
・社員に月1度程度ワーケーションの機会を提供したい

※表示の料金は100名様までの料金です。 人数によって月額料金が異なります。 別途お見積りいたしますので、ご相談ください。
※利用可能施設やご利用内容は一般利用とは異なります。詳細はホームページをご覧ください。

The Harbor（北海道小樽市）
コラーニングスペースHLS弘前（青森県弘前市）
MARUWWA（秋田県大館市）
小高パイオニアヴィレッジ（福島県南相馬市）
Solsta Labo新白河（福島県白河市）
upTsukuba（茨城県つくば市）
旧小林邸ひととき（茨城県つくば市）
TENT幕張（千葉県千葉市）
コワーキングスペース　まるも（千葉県富津市）
GOOD WORK（東京都渋谷区）
DIGIMA BASE（東京都新宿区）
ThinkSpace鎌倉（神奈川県鎌倉市）
NEKTON大船（神奈川県鎌倉市）
チガラボ（神奈川県茅ヶ崎市）
Crasco旅音（石川県金沢市）
anyplace.work 富士吉田（山梨県富士吉田市）
CLIP（大阪府昭和町）
OFFICE CAMPUS（兵庫県三田市）
ゲストリビングMu南紀白浜（和歌山県白浜町）
KAGOSHIMA FUTABA SATELLITE 種子島（鹿児島県西之表市）

利用可能施設一覧

ご利用頻度：1名様につき1回/月



掲載全施設を無料でご利用可能。

※宿泊の場合は1泊まで

ダイヤモンドプラン

割引内容

おすすめ利用シーン
・ウェルビーイングを高める目的で、より質の高い
　ワーケーション体験を社員に実践させたい

・定期的に外部環境からのインプットや交流ができる
　質の高い体験を社員に実践させたい

ご利用頻度：1名様につき1回/月

※表示の料金は100名様までの料金です。 人数によって月額料金が異なります。 別途お見積りいたしますので、ご相談ください。



Komforta Workat ion会員企業向け共創イノベーション創出

企業同士の接点を作り、共創イノベーション創出を支援するサービスをご提供しています。
有料プランの導入企業様には、無料でご利用いただくことができます。

月に1度、ワーケーションや新しい働き方、新しい暮らし方をテーマに
したクローズドセミナーを実施しています。
会員企業の社員様にご参加いただくことができます。

① 会員限定クローズドセミナーの実施

ワーケーションを実施する企業、日本中の施設や事業者が接点を持てる機会を創出し、新しい社会の中でのチャンスメイクに貢献していきます。

主に首都圏近郊の施設を利用した合同ワーケーションイベントを実施します。
日中は各々の業務をしていただき、夕方の時間を利用して、参加者同士で
ディスカッション、交流ができるワークショップや懇親会などを行います。
一緒に具体的な課題・テーマに向き合ったり、気軽に自分のアイディアへの
意見を求められるような仕掛けにすることで、参加者同士の接点をより
良質なものにします。

② 共創ワーケーションの実施

※②の交通費・宿泊費の実費はご負担ください。



研修の前後で「変革マインドセット」を測るアセスメントを実施

Komforta Workat ion変革マインドセット育成研修

地域課題の解決を通じて変革人材の育成と、
本質的な地方創生の実現を目指します。

地域のワーケーション施設と連携し、変革人材の育成と本質的かつサスティナブル
な地域課題解決に挑戦し続けます。
研修プログラムの中で、企業からの参加者が地域の企業や、地域企業で働く従業員
などと協働して課題解決や新規事業創造に取り組み、アウェイな環境での実践
を通じて「変革マインドセット」を鍛えると共に、地域活性化に繋げる研修プロ
グラムです。

オンライン

課
題
図
書

“オンライン”
フィールド型
修羅場研修

“オンライン”
リアルスタディ

通常業務

変革
マインドセット

診断

変革
マインドセット

診断

変革
マインドセット

診断

変革
マインドセット

診断

研修前 研修後３日間 約１ヶ月間



Komforta Workat ion子ども向けオンラインスクール

オンラインスクールで「どこでも学べる」を実現します。
場所に縛られずに、地域での貴重な経験を教育に。

「どこでも働けて、どこでも暮らせる」未来の実現には「どこでも学べる」環境が必要
で、これまで大きな壁となっていましたが、映像授業を視聴した時間・問題の解答度
を学校長の裁量により在籍学校での出席・成績評価として認定される文部科学省の
制度を活用し、学校以外の場所での学びを在籍する小・中学校が出席扱いとすること
が可能となり、不登校児童をはじめ、ホームスクーリングで質の高い教育を実現します。
ポストコロナ時代に向けて親も子も「働き方」「学び方」を選択できる社会の実現を目指
します。

在籍学校

オンライン
スクール

連携

出席・成績評価を受ける

新たな居場所
連携

家庭

自治体・地域の人々

×

業務提携



Komforta Workat ion自治体・地域施設の連携 ①

利用者・地域、双方の意識が変化するための仕組み

それぞれのメリット

KomfortaWorkationでは、ワーケーションを通じて好きな場所・新しい場所で仕事をして、地域や人とつながっていく
体験を提供し、個人の生活の質を上げていきたいという想いを持ってサービスを提供していますが、地域ごとのポテン
シャルを発揮させ、各地域を活性化していくことも命題として同時に掲げています。
そこで、サービスの中に、以下のような利用者・地域の双方の意識が変化するための仕組みを用意しています。
地域の活性化のためには、地域住民の自発的な意識の変革、行動の変容が必須となりますが、その変化を持続させるため
には、自治体からのサポートが重要です。是非、取り組みのサポーターとして、ご参加ください。

利用者
施設
利用

企業

利用者のメリット
・新しい居場所、つながりができる
・新しいビジネスアイディア・機会の創出

企業のメリット
・新しいビジネス愛ティア・機会の創出
・首都圏オフィスを減らし、固定費削減

地域のメリット
・外部からの人の流れができる
・新しいビジネスアイディア・機会の創出
・観光機会創出

自治体

ワーケーション施設

地域の人たち
地域の仕事
観光資源

＋

場づくり・繋がりづくり、まちとしてのPR、施設や利用者への支援制度　etc…
施設や地域の取り組みのサポートをすることで、それぞれの効果が高まる

・利用者の再訪
  新しい店や
  アクティビティ
  の体験
  ＝接点の増加

・地域側の受入
  体制の変化
  ＝活性化

・利用者は地域との
  繋がりを得ることで
  「また来たい」と再訪
  動機ができる

・地域に新しい人の
  流れが生まれること
  で刺激が生まれる

施設主がハブとなり
地域との

接点づくりを行う
＜例＞
・地域住民との親睦会
・地域の学生や町づくりチームと
 企業のチームでブレスト研修
・起業のための人脈作りの相談



Komforta Workat ion自治体・地域施設の連携 ②

ワーケーション後のサポート

KomfortaWorkat ionで構築された関係性を移住支援サービスである「Komforta」でサポートしていきます。
利用者が「移住」という選択を考え始めた場合、すぐに兼任の移住コンシェルジュが移住についての相談を受け、
移住先の比較やアドバイス、自治体の相談窓口との連携を行います。

ユーザー ワーケーション
施設 ユーザー 自治体・地域

関係性構築 移住相談 連携

移住



Komforta Workat ion自治体・地域施設の連携 ③

自治体様側のサポート・連携事例

域内のワーケーション受け入れ施設
をご紹介いただき、弊社のサービス
への掲載・提携を行うケースです。

①施設のご紹介

事業費予算 ： 無料
施設側と弊社が契約を行うため、
ご負担はありません。

事業費予算 ： 数万円～
「ワーケーションを推進している自治体」という
形で特集ページを組んで掲載したり、弊社の
SNSを活用したプロモーションを実践。
プロモーション費やページ製作費等をプランに
より頂いております。

その他、ご予算の有無に関わらず、地域連携の方法をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

ワーケーションモニターツアーや移住
体験ツアー、イベントなどの企画・
集客・運営を行います。

②イベントの実施

事業費予算 ： 無料
施設側と弊社が契約を行うため、
ご負担はありません。
場所のご提供や、移住等のご相談ニーズが出た
場合にスムーズな連携を行う等のご協力を
お願い致します。

事業費予算 ： 1,000千円～
企画・集客・運営までトータル受託の場合の目安
予算です。

施設改修費の一部補助や、Wi-Fi導入
費用の一部補助など、ハード面での
サポートや、集客やイベント企画
などのソフト面で域内の施設を直接
サポートされるケースです。

③自治体側が拠点整備の推進

事業費予算 ： ー
各自治体の補助内容によります。

※ 運営会社組織編成により、旅行業再取得が必要なため、実施は来年度以降が目安です。

（運営実績多数あり）



株式会社スカラパートナーズ 共創事業部
〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ17F
TEL 03-6803-8675　　URL https://scala-partners.com/

https://komforta-workation.com/




