
株式会社LABEL LINK事業概要

温泉コーデショップの今後の展開

私たちは、地域や旅する人にとって
唯一無二の伴走者となる。

心に響く旅

地域の継承
地域住民、関わる人ひとりひとりが地域を愛し、誇りに思い、
限りなく可能性ある地域財産を次世代、その次の世代へと紡ぐ。

尋ねる地で郷土に触れ、日々の活力へと繋げる。
人生の一頁に、かけがえのない旅を。

2022.9.29



会社概要
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社 名︓株式会社LABEL LINK
所在地︓⼭形県⼭形市蔵王温泉127番地
設 ⽴︓2017年4⽉3⽇
資本⾦︓250万円（2022年1⽉現在）

温泉コーデショップ
運営

お⼟産
開発・販売

体験
コーディネート

宿泊施設
集客サポート

エリア
プロデュース

プリン専⾨店
運営

観光を⼿段とした、地域の本質的な課題を解決するための事業を展開しています。

2017.4創業
2017.6

2017.12

2019.7

2019.8

2020.1

2021.8

代表独⽴
LABEL LINK⼀本化

2019.6

2.

1. 3.

4.

5.

6.

代表取締役
取締役副社⻑
常務取締役

社員

︓
︓
︓
︓

⽵ 直也
⽵ 友美⼦
⼤沼 豊
3 名



♨ 社会
温泉や温泉街が世界中の人たちの心と体を癒す、最大コンテンツの一つと認識してもらえるように。

♨ 業界
温泉地に関わる、働く、継ぐことが幸せに。

♨ 蔵王
「蔵王をつなぎ、蔵王を一つに。」蔵王一円が連携し、蔵王全体で発展し合えるように。

♨ 蔵王温泉
高湯通りに人々が行き交い、幸せに満ち溢れ、誰もが憧れる、誇れる温泉街に。

♨ LABEL LINK
・売上20億円
・温泉コーデ界で地域や宿泊施設、消費者から圧倒的に支持されるNo.1企業となる
・東北の地域活性化企業の第一人者となる
・蔵王にLABEL LINK（高湯堂・蔵王堂）在り

2030 VISION

日本初の温泉コーデショップより、
日本中の温泉シーンに活力を生み出す。
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温泉コーデビジョン
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⽇本初の温泉コーデショップ®『Zao Onsen 湯旅屋 ⾼湯堂』は2020年1⽉10⽇、蔵王温泉⾼湯通りにオープンしました。
「あなただけの、温泉コーデ」をコンセプトに、温泉と温泉街をより楽しむためのアイテムだけを揃えたセレクトショップです。
2021年8⽉宮城県遠刈⽥温泉『Togatta Onsen 湯旅屋 蔵王堂』開店 ／ 2022年12⽉熊本県⿊川温泉『Kurokawa Onsen 湯旅屋 ⿊川堂』開店予定

POINT1
北海道から九州まで⽇本全国から集めた温泉アイテム
POINT2
温泉コーデショップでしか⼿に⼊らないプレミアム感
POINT3
温泉＆温泉街を楽しむための全てがここに
＜ラインナップ＞
タオル／⼿拭い／団扇／扇⼦／作務⾐／甚平／もんぺ／下駄／雪駄／草履／
⾜袋ソックス／バッグ／がま⼝／湯桶／⾵呂椅⼦／⼊浴料／化粧品／
⽊地玩具／⾷器／酒器／こけし／ステンレスボトル／湯みくじ etc…
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温泉コーデショップについて
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温泉コーデショップについて
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温泉ソムリエ伊藤博美とゆく、
蔵王温泉湯煙りまち歩き♨
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定員に空きがありましたら当日参加もOKです！
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ミステリーハント 湯煙りまち歩き湯巡りパス
⼿拭い・タオル・湯桶のいずれかを対象施
設に持参すると、半永久的に⼊浴料⾦が割
引になるパスポート。通算1,000個以上の
購⼊実績。

蔵王温泉をフィールドに全9コースの謎解き・
フォトテーリング企画。2020年度は600名、
2021年度は700名以上で修学旅⾏3校受け⼊
れ。

⼭形県⼀の温泉ソムリエと⼀緒に温泉や温
泉街散策の愉しみ⽅を知るまち歩きイベン
ト。2020年度に8回実施し48名様ご参加。

『Zao Onsen 湯旅屋 ⾼湯堂』では、蔵王温泉でかけがえのない思い出をつくっていただけるよう、滞在企画の開発、
提供を⾏なっています。地域全体に経済波及効果を⽣み出せるよう、宿泊施設や観光施設と連携しながら進めています。



①オリジナルアイテム開発

2025年オリジナルアイテム⽐率80% 温泉コーデショップらしさを追求

下駄・雪駄・草履
⾜袋ソックス

もんぺ

作務⾐・甚平

⽻織・半纏

バッグ・籠

湯桶・⼿桶・⾵呂椅⼦・すのこ
湯かき棒・⽯鹸置き

⽯鹸・シャンプー・⼊浴料
アロマ材・アロマオイル

団扇・扇⼦

タオル・⼿拭い

髪留め
化粧品

温泉コーデショップ今後の展開
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⽇本初の温泉コーデショップより、⽇本中の温泉シーンに活⼒を⽣み出すために、
オリジナルアイテム開発を進めていきます。

・湯上りにさっぱり履けるオシャレスリッパ

・湯上りにさっぱり履ける男⼥兼⽤もんぺ

・⾃分だけの組み合わせでデザインするオリジナル⾹り団扇

・速乾性のある湯巡りに最適なタオル・⼿ぬぐい

・⽇帰り旅⾏でもカジュアルに温泉気分に浸れる作務⾐・もんぺ

・蔵王（蔵王・遠刈⽥・⻘根・鎌先）を⾃宅で楽しむオリジナル⼊浴料

・カジュアル和装に合う、モダンスタイル下駄・雪駄

・湯上りに涼しくまたは保温性を保つ⾜袋ソックス

・⾃宅のバスタイムをワンランク上にする、⾼級檜湯桶、⾵呂椅⼦、湯かき棒

・蔵王発祥の地、吉野檜の精油を使った⾹りの⾼いアロマオイル

・⼥性のリラクゼーションバスタイムを演出する柑橘系フレーバーアロマオイル

etc…



②新規出店

＜温泉コーデショップを展開する“温泉街”の基準＞
・街歩きに課題がある
・街歩きが楽しめ市場規模が⼤きい
・浴⾐、私服とも気持ちよく歩ける
・情緒がある
・⾼級旅館がある

Zao Onsen
湯旅屋 ⾼湯堂

Togatta Onsen
湯旅屋 蔵王堂伊⾹保温泉

⼭中温泉
有⾺温泉

⽟造温泉

Kurokawa Onsen
湯旅屋 ⿊川堂

修善寺温泉

＜候補地＞

温泉コーデショップ今後の展開
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温泉コーデショップは⾼湯堂、蔵王堂、⿊川堂含め、
⽇本で5店舗まで増やしていきます。

別府温泉



温泉コーデショップ今後の展開
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温泉アイテムは国内外への通販、卸販売も進め、
⽇本の温泉⽂化をより楽しんでもらえる環境を築きます。

新たな4-5店舗⽬

卸販売

実店舗販売 通信販売

輸出販売

蔵王温泉 ⾼湯堂 遠刈⽥温泉 蔵王堂

百貨店

ハイクラス宿

セレクトショップ

＜候補＞
群⾺︓伊⾹保 静岡︓修善寺 ⽯川︓⼭中
兵庫︓有⾺ 島根︓⽟造 ⼤分︓別府

Zao Onsen 湯旅屋 ⾼湯堂公式オンラインショップ

Zao Onsen 湯旅屋 ⾼湯堂
ハンドクラフトオンラインショップ

Zao Onsen 湯旅屋 ⾼湯堂海外向けオンラインショップ



エリアプロデュース・コーディネート
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WEB調査 体験プラン企画 ⼯芸品⼟産開発 ポスター制作 動画制作

調査・分析 商品開発 プロモーション

弊社が最も強みとしていること。それは、“圧倒的な現場視点”と”⽇本規模の客観視点” 両⽅を兼ね揃えていることです。
⽇々旅⾏者と直接コミュニケーションを取り、⺠間事業者と公的機関、学⽣たちと共に地域振興しているからこそ、地域
にとって最もベストな精度の⾼い事業提案が可能です。

⾷品⼟産開発

滞在コンテンツ開発

地域の現状を把握する調査を
し、商品開発やプロモーショ
ンの精度を⾼めます。

滞在時間延⻑、消費額増、ブランディング
など、地域と旅⾏者に愛される地域課題解
決型の企画をプロデュースします。

地域の魅⼒を届けるべき⼈に届けるためのWEB
コンテンツや紙媒体を活⽤したプロモーション
媒体を制作いたします。

ホームページ制作

観光マーケティングプロセスに沿った⼀気通貫型の事業をプロデュースします。

株式会社LABEL LINK ご案内 8



プロデューサー・コーディネーター紹介

代表取締役社⻑⽵直也
居住︓⼭形市蔵王温泉
出⾝︓北海道旭川市

■資格
・JTCC認定観光コーディネーター
・JTCC認定観光⼠
・旅⾏地理検定2級

■兼務
・⼀般社団法⼈やまがたアルカディア観光局（地域連携DMO）
DMOアドバイザー

・⼭形県観光審議会審議委員

バスツアーの添乗員、観光協会の案内所職員等を経て、株式会社リ
クルート⼊社。宮城県、⼭形県の宿泊施設の集客⼒、満⾜度向上を
実現するためのマーケティング業務を担当。その後、地域活性を主
とした組織「じゃらんリサーチセンター」に異動し、四国と東北で
旅⾏商品造成や観光基本計画策定、プロモーション等、観光に関わ
る事業を多岐に渡り経験。
2017年4⽉、⼭形市蔵王温泉で株式会社LABEL LINKを起業。観光や
地域づくりに関する事業を展開し、2020年1⽉に⽇本初の温泉コー
デショップ「Zao Onsen 湯旅屋 ⾼湯堂」を、2021年8⽉には
『Togatta Onsen 湯旅屋 蔵王堂』とプリン専⾨店『蔵王湯けむりプ
リン』を開業。現場視点と公的機関視点両⽅を兼ね揃えたバランス
型のエリアプロデュース及びコーディネート業務を得意とする。

常務取締役⼤沼豊
居住︓⼭形市
出⾝︓⼭形市

■資格
・総合旅⾏業務取扱管理者
・インバウンド実務主任者

⼤学卒業後、旅⾏会社勤務を経て退職後、留学のため渡豪。
帰国後蔵王温泉観光協会に⼊社。主にイベント事業及びインバウン
ド業務を担当。各種イベントの企画運営と、蔵王温泉全体のインバ
ウンド業務を担う。2020年9⽉株式会社LABEL LINKに⼊社し、蔵王
温泉の地域活性化業務を⾏う。

⼀般社団法⼈⽇本観光⽂化協会が、地域観光メニューの開発
とその商品・販売・販促戦略の企画推進と実施にかかわる知
識とその実⾏計画⽴案とその落とし込みが実現できる⼈材を
認定する資格。

株式会社LABEL LINK ご案内 9

＜プロデュース・コーディネート実績地域＞
◯⻘森県平内町
ポスター制作、動画制作、お⼟産開発、洋菓⼦開発、イベント企画

◯宮城県⽩⽯市、蔵王町
宿泊施設向け決済端末導⼊サポート

◯⼭形県⼭形市
インターネットマーケティング調査

◯⼭形県上⼭市
着地型旅⾏商品開発

◯⼭形県⻑井市、南陽市、飯豊町、⽩鷹町、⼩国町
DMO運営サポート、着地型旅⾏商品開発、お⼟産開発、パンフレッ
ト制作、現地調査、セミナー運営

◯⾼知県⾼知市
飲⾷店開業サポート



業務実績抜粋（上段：地域 下段：民間）
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年度 ⾃治体・団体・企業名（敬称略） 事業名【事業内容】

協議会 H29 ⼭形・上⼭・天童三市連携
観光地域づくり推進協議会

⼭形市部会 旅⾏プラン企画・造成等業務
【WEB調査、調査報告会】

協議会 H31 ひらないまるごとブランド戦略推進協議会 ひらないまるごとブランド発展業務
【イベント企画、⼟産品開発、イベントパンフレット制作】

⾃治体 H31 ⻑井市産業活⼒推進課 ⻑井市UIターン機運醸成事業
【SNS情報発信、モニターツアー運営、ワークショップ】

協議会 R2 ひらないまるごとブランド戦略推進協議会 ひらないまるごとブランド発展業務
【ポスター制作、動画制作、⼟産品販売体制構築】

DMO R2 ⼀般社団法⼈やまがたアルカディア観光局 秋季アクティビティ発掘・ブラッシュアップ事業
【地域資源現地調査、ワークショップ】

DMO R3 ⼀般社団法⼈やまがたアルカディア観光局 DMO⼈材育成に係る講師派遣事業【セミナー運営】
DMO R3 ⼀般社団法⼈やまがたアルカディア観光局 お⼟産販売実態調査分析業務【現地調査・分析・企画提案】
DMO R3 ⼀般社団法⼈やまがたアルカディア観光局 アドベンチャーマップ制作業務【取材撮影・観光パンフレット制作】
DMO R3 ⼀般社団法⼈やまがたアルカディア観光局 地域ブランディング型⼿拭い制作業務【⼟産品開発・パンフレット制作】

⺠間 R3 WAmazing株式会社
（実施︓⼭形県上⼭市内）

冬の牧場だからできる絶品!絶景!冬の蔵王坊平⾼原体験コンテンツ開発実証事業
【着地型旅⾏商品開発】

委員会 R4 やまがた冬のあった回廊キャンペーン実⾏委員 令和4年度重点PR地域冬季観光コンテンツ造成⽀援事業【旅⾏商品造成】

⾏政 R4- ⻄川町政策推進課（町⻑より） ⻄川町シティプロモーション制作に関するアドバイザー業務【アドバイザー】

⾏政 R4 ⻑井市観光⽂化交流課 観光振興計画策定アドバイザー【アドバイザー】

年度 施設・企業名（敬称略） 事業内容
H29- 宮城県・⼭形県・栃⽊県の旅館10宿以上 OTA集客サポート・新⼊社員研修・売店設計
H31- ⼭形県内のホテル 朝⾷プロジェクト（朝⾷評価を向上させる取り組み）
R3 O-SHIKOKU合同会社 店舗開業に係るマーケティングリサーチ・コーディネート・SNS整備
R3 蔵王温泉内の旅館 ホームページ制作



業務実績（土産品開発）
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和菓⼦⼟産

洋菓⼦⼟産

⼯芸品⼟産



業務実績（ポスター・冊子・リーフレット制作）
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ブランディングポスターA2

体験PR冊⼦ A6サイズ24P

商品PRリーフレット A4 2P



業務実績（動画制作）
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0:15 0:22 0:27 0:30 0:35

0:47 1:07 1:18 1:36 1:42

2:03 2:13 2:20 2:31 2:34

2:43 3:07 3:14 3:24 3:32

3:43 3:46 4:14

地域PR動画4:14



業務実績（ホームページ制作）
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宿泊施設ホームページ ⼊浴施設ホームページ



自社商品・プロモーション
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※2022年度より全国の温泉地や宿泊施設へ企画
ご提供可能になります

温泉に浸して温勢を占う
絵⾺型⽔みくじ「湯みくじ©」

蔵王湯けむりプリン

ZAO 12 SEASONS
森の⼩さな⾜⾳


