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沖縄県エステティック・スパ協同組合



設立趣旨

沖縄のスパ産業の発展・振興およびその活用による県内観光関連産業の活性化に寄与する事業の実施う

ることを目的に創設。

沖縄県では観光入域客1,000万人という目標を掲げ、様々な取り組みを行っているところであり、

平成30年度には約999万9,000人の方が沖縄県を訪れ過去最高記録を更新し、沖縄県における観光産業の

社会的使命はますます重要度を増しています。同様にエステティック・スパ関連業界における観光

客からの需要も高まりをみせており、今後の沖縄県の観光産業において、同産業は重要な観光資源

の一つとして、その重要性を増しているといえるでしょう。

その中、沖縄県におけるエステティック・スパ事業者のクオリティの現状を省みると、まだまだ産

声をあげたばかりといえる同業界において、クオリティにおける改善点、バラつき等、課題が多々

あるいうのが現状です。サービスのクオリティを保つことは事業者の当然の義務であり、クオリテ

ィの差が損益の差にもつながります。ゆえに個々の事業者の意識の問題とも言えますが、まだ認知

度が低く未成熟な同業界において、この現状は一事業者の問題として片づけられるものではなく、

お客様がたとえ別の事業者によるサービスだとしても不快な思いを感じ、エステティック・スパに

対しマイナスのイメージを抱いてしまう事は、業界全体のイメージ損失に繋がってしまいます。

エステティック・スパ産業を永続的な産業として発展・成長していくために、今、私たちに求められて

いるのは、「競争するべきは競争し、協力すべきは協力する」精神による業界団体の相乗効果を高めるた

めに取り組みと、一致団結によるその実行力です。

以上のことから、私たちは「沖縄県エステティク・スパ協同組合」を設立し、沖縄県のエステティッ

ク・スパのクオリティの向上および人材育成等、組合企業および同業界振興のための活動を展開してま

いります。

令和元年５月吉日



組 合 概 要

名称 『沖縄県エステティック・スパ協同組合』
OKINAWA ESTHETIC&SPA COOPERATIVE SOCIETY

事務局所在地 沖縄県那覇市三原1−22−４５ 山川ビル２F
HP http://okispa.com
Mail okinawaspa@gmail.com

TEL 098-911-8085

FAX 098-993-7705

設立 2008年6月

組合員・賛助会員数 35社（2019年５月２２日現在）

預り出資金 200,000円

理事体制

代表理事 識名 由美 株式会社ASファクトリー 代表取締役社長

副理事長 仲吉 直己 ISLAND HEALING株式会社 代表取締役

副理事長 小堀 泰紀 株式会社 KOBOHOUSE 代表取締役

理 事 矢木 順子 J&Tパートナーズ株式会社 代表取締役

理 事 加藤 かおり ＠more株式会社 代表取締役

理 事 大川 邦彦 Saimon沖縄 代表

理 事 榎戸 淳一 株式会社ＥＳ-ＲＯＯＴＳ 代表取締役社長

監 事 井口 武士 株式会社サンリツ 代表取締役

事業内容

①組合員の必要とする技術者の養成、技術の向上に関する事業

②組合員の経営の改善向上及び情報の提供に関する事業

③組合員の為にする共同マーケティング、地域団体商標の普及・活動事業

④スパ施設認制度の構築並びに運用に関する事業

⑤スパ関連産業の振興に関する事業

⑥奨学金に関する事業

⑦福利厚生に関する事業

⑧前各号の事業に附帯する事業

http://okispa.com


組合員資格

正会員 ＜下記①および②の両方に該当する事業者＞

①エステティック業または、スパサービス業のいずれかを行う中小企業事業者であること。

②組合の地区内に事業場を有すること。（沖縄県内営業所在事業者）組合

出資金および賦課金

組合加入時、以下、出資金1口以上の支払いが必要です。

出資１口 支払方法・時期

１０，０００円
加入時一括
全額振込み

月額以下の納入が必要です。（半年分、1年分一括支払い）

一般賦課金・教育情報賦課金

１店舗 ２店舗 ３店舗以上 支払方法

一般賦課金 月額 ２，０００円 月額 ２，５００円 月額 ３，０００円 年２回

4月：上半期分

（4～9月分）

10月：下半期分

（10～3月分）

教育情報
賦課金

月額 １，０００円 月額 １，５００円 月額 ２，０００円

合 計 月額 ３，０００円 月額 ４，０００円 月額 ５，０００円

個人会員 ＜下記①または②のいずれかに該当する個人＞

①エステティック業またはスパサービス業に従事する個人

②エステティック業または、スパサービス業に関連する資格を有する個人

組合出資金および賦課金

①出資金 なし

②賦課金（一括払い） 個人会員年間１万円

賛助会員 ＜下記①または②のいずれかに該当する事業者＞

①地区内に事業場を有するエステティック業またはスパサービス業に関連する事業を行う事業者

②地区内に事業場を有するエステティック業または、スパサービス業のいずれかを行う中小企業以外の事業者

（大企業など）

組合出資金および賦課金
①出資金 なし

②賦課金（一括払い）

●ブロンズ 年間３万円 ●シルバー 年間５万円 ●ゴールド 年間１０万円 ●プラチナ 年間３０万円



沖縄県エステティック・スパ協同組合 加盟申込書

貴組合の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

フリガナ

法人名
※正会員および賛助会員

フリガナ
設立年月
（西暦） 年 月氏名（代表者名）

フリガナ

住所(本社）
〒

ご担当者名 部署

連絡先
TEL/ E-MAILアドレス

FAX/
事業所数

（サロン数） 従業員数
技術者 人
その他 人

1

フリガナ
設立年月
（西暦） 年 月店舗名

（サロン名）

店舗住所
〒

TEL/ FAX/

2

フリガナ
設立年月
（西暦） 年 月店舗名

（サロン名）

店舗住所
〒

TEL/ FAX/

3

フリガナ
設立年月
（西暦） 年 月店舗名

（サロン名）

店舗住所
〒

TEL/ FAX/

※本シートの必要事項をご記入の上、
左記宛、FAX送信してください。

事務局記入欄

申込日 年 月 日 受理日 年 月 日

正会員 ・ 賛助会員会員種別

FAX/098-993-7705



沖縄県エステティック・スパ協同組合 加盟申込書

貴組合の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。

フリガナ

氏名

生年月日 年 月 日

住 所

〒

連絡先
TEL

携帯

E-MAILアドレス

勤務先名称

勤務先住所

〒

保持資格

※本シートの必要事項をご記入の上、
左記宛、FAX送信してください。

事務局記入欄

申込日 年 月 日 受理日 年 月 日

個人会員種別

FAX/098-993-7705
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