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2022 年 1 月 27 日 

各 位 

株式会社北國フィナンシャルホールディングス 

北國マネジメント株式会社  

 

クラウドファンディング「COREZO FAMILY FUNDING」の 

プロジェクト開始について 

 

株式会社北國フィナンシャルホールディングス（代表取締役社長 杖村 修司）の子会社

である北國マネジメント株式会社（代表取締役 山佐 修）はクラウドファンディング

「COREZO FAMILY FUNDING」でスタートする３つのプロジェクトを紹介いたします。 

「COREZO FAMILY FUNDING」は新たなモノづくりやチャレンジを地域の事業者さま、北陸

を愛する全国のお客様と一緒に作り、育てるサービスです。一人でも多くの方にプロジェ

クトを周知し、北陸のさらなる活性化につなげるために、北國銀行グループも一丸となっ

てサポートして参ります。 

 

■プロジェクト概要 

No.1 北陸の未来を担う 20代～30代中心の若手和菓子職人と農家がタッグを組んだ 

冷凍おはぎ「北窓」作るプロジェクト 

 

 

 

「石川の冬」をテーマとしたおはぎを地元の農

産物でつくり冷凍することで全国発送する、新

しい石川の菓子文化を生み出す挑戦。リターン

には華やかで個性的なおはぎやおはぎの素材で

もある加賀野菜ブランド「五郎島金時」や宝達

志水町の「志宝いちご」の収穫体験等が登場。 

北陸の未来を担う若手和菓子職人と若手農家の

応援をしませんか？ 

 

■参加事業者 

農菓プロジェクト 

【和菓子メンバー】 

・御菓子司つば屋    （金沢市） 

・小山芳月堂        （加賀市） 

・御菓子司たにぐち  （宝達志水町） 

・河田ふたば        （小松市） 

【農家メンバー】 

・有限会社かわに    （金沢市） 

・きよし農園      （金沢市） 

・トレジャーふぁーむ（宝達志水町） 

・YAMADA FARM    （宝達志水町） 

 

 

 



 

 

No.2 富山県氷見市の雄大な自然の中で「富山湾越しの立山連峰」に 

没入できる海辺にグランピング施設をつくるプロジェクト 

 氷見の景観の魅力を感じることができる「イミ

グレ」がこれまで以上に自然景観に没入できる

海辺のグランピング施設を作ります。リターン

には地元食材を用いたお洒落なランチ・ディナ

ーのチケットや、グランピング宿泊券が登場。 

世界三大景観の一つとも言われる「富山湾越し

の立山連峰」に没入することができるグランピ

ング施設をつくるプロジェクトを応援、体験し

てみませんか？ 

 

■参加事業者 

株式会社ユメミガチ 

 

No.3 北陸を代表する老舗遊園地「手取フィッシュランド」で 

デジタル決済を導入するプロジェクト 

 

 

55 周年を迎え 3 世代に親しまれてきた遊園地。

これからも愛され続けるために遊園地の更なる

利便性を考え、デジタル決済を導入します。リ

ターンには御馴染みの乗り物券からここだけの

独自商品が登場。 

北陸の老舗遊園地を皆さんで応援しませんか？ 

 

■参加事業者 

手取観光株式会社 

※クラウドファンディングについては添付参考資料をご参照ください。 

 

・今後も当社や参加団体・企業の自社ホームページやＳＮＳを通じて情報発信を行ってい

く予定です。 

参加団体 農菓プロジェクト 株式会社ユメミガチ 手取観光株式会社 

種類 Instagram 自社ホームページ Twitter 

アカウント名 noukapj https://www.imigre.jp/ ＠TedoriFLpark 

ＱＲコード 

   

 

 

 

 

 



 

 

■ECモールCOREZOについて 

運営会社：北國マネジメント株式会社（代表取締役社長 山佐 修） 

URL：https://www.corezo-mall.com 

「COREZO（コレゾ）」は、北陸地域に根ざした北國銀行グループならではの特性や視点を

活かした、 

地域活性のための新しいECモールです。北陸の『これぞ』いいモノ（物販）、いいコト（体

験）を出店者の思いや商品完成までのストーリーと共に紹介しています。  

 

☆COREZOのSNSのフォローをお願いします☆ 

種類 Twitter Facebook Instagram LINE 

アカウント

名 
COREZO3 

Corezo 

(北陸のモノ・コト

発掘サイト) 

corezomall 

 

COREZO 

ＱＲコード 

    
 

以 上 
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1. クラウドファンディング とは

2. COREZO FAMILY FUNDING とは

～各種用語～

プロジェクト：クラウドファンディングで掲載される企画、商品等

起案者：プロジェクトの企画、管理、運営の実行者

応援者：プロジェクトを応援する人々

応援金：応援者がプロジェクトに対する共感のもと起案者に対して
払う金銭

リターン：プロジェクトの支援に対して起案者から提供される商品、

サービス、または謝意を表す返礼品等の提供
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１．クラウドファンディングとは

クラウドファンディングとは

「こんなモノやサービスを作りたい」「世の中をこんな
風に解決したい」といったアイデアやプロジェクトをも
とに、インターネットを通じて世の中に呼びかけ、共感
した不特定多数の人から資金を集める方法です。

Crowd + Funding
群衆 資金調達

一般的な資金調達 クラウドファンディング

WEB上で資金提供を

広く呼びかける

支援者 支援者

資金提供資金提供

起案者

融資

担保 出資依頼

株式発行

出資

銀行など 企業・VCなど

企業など
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１．クラウドファンディングとは

クラウドファンディングの魅力（起案者）

⚫様々な分野で活用できる！
地域の町おこし、新しいテクノロジーを使った商品開発、スポ
ーツ選手・団体の応援、小児医療への支援など多種多様に活用
されています。

⚫新規事業のテストマーケティングができる！
スモールスタートが可能になるため、「世の中に受け入れられ
るかどうか」というマーケティングを兼ねて、新規事業の可能
性を確認できます。

⚫人と人とのつながりができる！
起案者自らがプロジェクトにかける思いを発信していくことで
、人と人とのつながりがうまれ、新たな理解者や支援者を得る
きっかけ作りができます。
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１．クラウドファンディングとは

クラウドファンディングの魅力（応援者）（一例）

⚫少額から応援できる！
少額から気軽な気持ちで応援でき、またリターンももらえるので
嬉しい。プロジェクト実行者の支援したお金をどのように使うの
かが分かるので、もっと応援したい気持ちになる。

⚫魅力的なリターンがもらえる！
世の中にまだない先進的なものなど、他にはない特別な魅力があ
るものを得られるので応援したくなる。

⚫生活の質をあげて便利に暮らしたい！
普段からあったらいいなと思っていたものがみつかり、生活に取
り入れることで日々の暮らしが充実する。
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１．クラウドファンディングとは

クラウドファンディングの種類

購入型

応援者はお返しとしてモノやサービス、権利と
いう形での特典を受け取る

寄付型

集まった資金は全
額寄付となり、リ
ターンはなし

投資型

応援者がプロジェ
クトの利益からは
配当という形でリ
ターンを受け取る

融資型

応援者が利子とい
う形で一定のリ
ターンを受け取る

COREZO

FAMILY FUNDING

はこちらの

「購入型-All in 型」

です！

All in型

目標金額に未到達の場
合でも応援金の受取可

All or Nothing型

目標金額に到達した場
合のみ応援金の受取可
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２．COREZO FAMILY FUNDINGとは

「COREZO FAMILY FUNDING」は、

北國フィナンシャルホールディングス 北國マネジメント株式会社が運営するクラウドファンディングです。

⚫ 北陸のCOREZO（世にないもの・新しい価値）
を新たに創り発信する！

⚫ 全世界の北陸ファンの気持ち（北陸を活性化したい・
北陸の頑張る人を応援したい）に寄り添う！

⚫ 北陸をとりまく人々が、一つの家族のように一丸となり
北陸を盛り上げる！

COREZO FAMILY FUNDINGとは

色々な想いが詰まったクラウドファンディングです。


