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地方創生に資する
　　不動産流動化の推進

　

株式会社ムーミン物語

代表取締役社長

　株式会社ムーミン物語は、北欧スタイル

の上質な生活体験とムーミンの物語を主題

とした時間と空間を提案するメッツァ事業

を行っています。 2018 年11 月に開業した

メッツァビレッジに続き、2019 年 3 月には

ムーミンバレーパークが開園します（「メッ

ツァビレッジ」および「ムーミンバレーパー

ク」を合わせて「メッツァ」といいます。）。こ

れらの事業を通じて、飯能市を始めとする

近隣自治体とも連携し、地方創生を推進し

て参ります。

事業の立ち上げと、飯能市との取り組み

　弊社はムーミンのテーマパーク事業の運

営を行う会社として、2013 年に設立されま

した。この事業が始まった当初、いち早くお

声をかけてくださった自治体が、以前から

ムーミンとのゆかりがある飯能市です。本

プロジェクトでは、弊社はテーマパークを

単に作り収益をあげることが目的ではなく、

その先の「地方創生」を自治体と一緒に達成

するという大きな目標を掲げて事業を推進

しており、飯能市とはその思いを強く共有

できたと感じています。そのような経緯の

中、最終的には飯能市のご協力もあり 2015

年、宮沢湖畔にメッツァを開設することに

決定しました。なお、同時に弊社の親会社で

あるフィンテックグローバル㈱と飯能市と

の間で「地方創生に関する基本協定」を締結

しております。そして、現在に至るまで、飯

能信用金庫様を始め、多くの皆様にご理解
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とご協力をいただけたことで、多くのハードルを

乗り越えることができました。

メッツァビレッジの順調なオープンが地域活性化に貢献

　地方創生を推進および実現していく上で重要

となるのは、事業を長く継続することだと考えて

います。このため、本プロジェクトの計画策定に

際しては綿密な調査を行い、議論を重ね、飯能信

用金庫様や飯能市など多くの関係者と協議をさ

せていただいた内容も計画に反映し、本プロジェ

クトを作り上げて参りました。

　そして、さる 2018 年 11 月 9 日にメッツァビ

レッジを開業しました。

　開業 2 日目には来場者数が 1 万人を超え、その

後約 3 週間で 10 万人を突破、順調な滑りだしと

なっています。 開業1 週目は近隣自治体にお住ま

いの方、2 週目には県内各地、その後、都内や横浜

方面からも多くご来場いただいたことから、施設

の認知も広まりつつあると感じます。

　また、大規模集客施設の新設で懸念される近隣

の交通渋滞への対策には、「駐車場の事前予約シ

ステム」を採用し、車両の過度の集中について抑

制を試みています。また、この施策の採用にあ

たっては、公共交通機関のご協力により、バスの

増便にも協力を得られました。公共交通機関利用

が増えたことで、メッツァ来場前後に、新たに駅

前商店街や地元施設などへの回遊が生まれるな

ど、新たな地域活性化への貢献に寄与するものと

期待しております。

メッツァ事業が地方創生の一助に

　メッツァが目指すのは「ちょうどいい」パーク

です。ソーシャルメディアの普及により、個人が

容易に情報発信できる時代になり、その結果、現

代は「他人の物語」ではなく、「自分の物語」を楽し

む時代になってきたと感じています。それは所謂

『“ モノ ”の消費から“ コト ”の消費へ』という考

えに通じています。例えば、絵になる美しい湖と

森の中に佇む北欧風の建物は非日常を感じさせ

てくれる、どこを切り取っても特別な空間です。

その雰囲気に浸り、その世界観の中で、ゆっくり

と流れていく時間を各々が自分らしく味わって

いただく。メッツァで体験した“ コト ”を日常に

持ち帰ることで、家族や友人ともう一度話ができ

る。そういった「自分の物語」を楽しむことができ

る空間がここにはあります。少し背伸びして行く

場所ではなく、ふと思い立った時に気軽に「行こ

う」「また行きたい」と何度でも訪れたくなる、そ

んな「ちょうどよさ」のある場所です。このコンセ

プトは、ムーミンの原作者が生まれたフィンラン

ドに代表される北欧の考え方がヒントになりま

した。2019 年、日本との外交関係樹立 100 周年を

迎えるフィンランド。新たにアニメ制作も行われ

るなど、ムーミンが全世界で盛り上がりを見せて

います。

　一方、この素晴らしいキャラクターが活躍する

ムーミンバレーパークのあるメッツァが飯能市

に存在していることを広く知っていただくこと

が重要です。このために、まず弊社では、高いデジ

タル技術と表現力で世界的に評価されている

チームラボを誘致しました。その強い伝播力で、

国内外にメッツァの認知を広げていけるものと

考えています。また、ムーミンバレーパークの開

園時期に合わせ、飯能駅が北欧調にリニューアル

されます。こういったメッツァを含めた相互扶助

のブランディングで、飯能市全体が魅力的な街に

なれば、おのずと人が集まり雇用も生まれ、その

結果、定住人口も増えます。結果、地域内経済循環

の拡大によって、本当の意味での地方創生につな

がっていくと考えています。

　結びになりますが、飯能信用金庫様をはじめ、

ご協力を賜りました皆様方への感謝を胸に、本来

求められている地方創生の先駆けとしての役割

を担っていけるよう、これからも事業運営に努め

て参ります。
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