
 

 

 

 

 

 

            

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろ 

しくお願い申し上げます。 

                   

 

■ビジネスプランコンテスト受賞！ 

 

昨年 12 月 12 日、関西アーバン銀行創業 90 周年記

念企画として、大阪商工会議所で関西アーバン銀行Ｄ

ＣＰビジネスプランコンテストが開催され、草津ＳＯ

ＨO ビジネスオフィス入居者の株式会社セルミックが、

近畿2府4県で活躍されている企業の中から選出され、

活動支援助成金が授与されました。授与式に先立ち、

大手家電メーカーを中心に設立された、ＤＣＰメンバ

ー企業の方々の前で森下社長より、今回の受賞の対象

となった超長焦点マイクロスコープについてプレゼン

をされました。この新技術は、昨年、滋賀県産業支援

プラザが行っている専門家による｢めききしが｣におい

てもＡランク評価された技術です。 

 今回の新技術は、離れている対象物を高倍率で観察

することを可能にしたもので、液中サンプルの観察、

ケース内に隔離されている有害物質の観察、エンジン

のシリンダー内部の観察、半導体環境試験など、従来

では対象とならなかった新たな市場を創出しました。

顧客との繋がりを大切にし、顧客のニーズ、要望を拾

い上げ、顧客の側に立って開発を行ったことが新市場

の創出というイノベーションに結びついたものです。 

 株式会社セルミックの森下社長から、｢今回の受賞に

満足することなく、より一層、機能面での充実を図り、

世界にないものを作り続け、この分野での先駆者を目

指します｣との力強い発言がありました。今後の活躍に

も期待したいと思います。 

今年の干支は巳年です。蛇は何度も脱皮をすること 

から、｢復活と再生｣を連想させます。我が国経済もデ 

 

 

 

 

 

 

 

 

フレ不況から脱し、復活と再生へと進んでいきたいも

のです。 

滋賀県産業支援プラザでは、県内企業それぞれの課

題に応じた各種支援を行っており、本年も皆様に満足

いただけるサービスに努めてまいります。引き続き御

支援のほどお願い申し上げます。 

  

草津 SOHO 大西 IM 

 

■ビジネスカフェあきんどひろば in 文化産業交流会館

(2012.12.6 ドロップハウスにて)「動画」と「メルマガ」でビジ

ネスを活性化させる！会社(社長)のメッセージを顧客にダ

イレクトに伝える“最も簡単な方法” 

講師 (株)京乃豆蔵 井上敬介氏 

 

HP・ブログ・Twitter・SNS(facebook や Mixi ほか)

など様々なツールが出てきておりますが、「特に IT に

疎い人ほど活用しやすいツールとして『動画』『メルマ

ガ』をお奨めする」というお話を(株)京乃豆蔵井上敬介

先生にご講演いただきました。自身の公式 HP で代表

である井上先生自身のメッセージを撮影する様子や、

他の会社の事例を交え「高機能な機器が不要」であっ

たり「動画の素人っぽさの良さ」であったり、「動画」

や「メルマガ」の上手な導入方法等をご紹介いただき

ました。後半では「Youtube 有効な活用方法」として

米原 SOHO 卒業企業の(株)nini system Design 西川徹

さんにお話しいただきました。実際にスマートフォン

やタブレットを使って撮影、それを Youtube にアップ

し、Youtube 上で編集するところまでを解説。参加さ

れた皆様からは「こんなに簡単なのか？」と驚きの声

が上がり、かなり良い評価をいただきました。         

第 2 部では、日本政策金融公庫から融資の説明をして

いただきました。その後の交流会では講師・参加者の

皆様ともども楽しく歓談いただき、とても有意義なひ

とときを過ごすことができました。御参加いただいた

皆様、誠にありがとうございました。 

米原 SOHO 中川 IM 

  

 

 ■草津ＳＯＨＯ入居企業紹介 

 

株式会社トライモガ 

代表取締役 尾賀 隆さん 

 

株式会社トライモガは、平成 21 年に設立、滋賀県内

17 カ所に格安切符自動販売機を設置、チケットショッ

プの運営を行っています。代表の尾賀氏は、趣味が乗

り鉄というほど鉄道や旅行が好きで、次の事業の柱と

して、滋賀県での体験型観光事業等を全国、全世界へ

発信するためのポータルサイトの開発、運営をおこな

うため、草津ＳＯＨO に入居されました。滋賀県の観

光資源を有効活用し、活性化に繋げていきたいとの強

い思いで起業されております。御支援のほどよろしく

お願いします。 

   

 

■合同展示会を開催しました！ 

 

「コラボしが 21 インキュベーションオフィス」およ

び「草津 SOHO」「米原 SOHO」の３つのインキュベ

ーション施設に入居している起業者たちが集まり、１

２月３日から２５日にかけて、コラボしが 21「展示ギ

ャラリー」で、「入居企業＆クリスマス」をテーマに展

示を行いました。２５日の最終日には華工房の横田佳

子さんによる中国茶の試飲会も行われ、多くの方々に

自社の製品をを御覧いただくことができました。 

 

         
 

■コラボ・ＳＯＨＯ大交流会を開催しました。 

 

１２月２２日（土）草津 カフェ・フィオーレで、「コ

ラボ・ＳＯＨＯ大交流会」を開催しました。コラボ・

ＳＯＨＯ(草津、米原）に入居企業のみならず卒業され

ました企業の方々にも多数の御参加をいただきました。 

 昨年「近江の起業者ものがたり」を発刊させていた

だいたところ、今回のような交流会がしたいというお

声があって開催いたしました。おいしいごちそうを囲 

    

みながら話が弾み、起業者の皆様が一人でも多くの方

との輪を広げて、交流を深めていただく事ができたと

思います。 

 今後もこのような大交流会を開催していきたいと思

っております。御参加いただきありがとうございまし

た。 

 

（公財）滋賀県産業支援プラザ創業支援室は、平成 22 年 4

月より創業支援グループになりました。引き続き創業支援

NewsLetterとして、続けさせていただき、創業支援グループで

は、コラボしが２１インキュベーション（創業準備オフィス、

創業オフィス）、草津 SOHO ビジネスオフィス、米原 SOHO ビ

ジネスオフィス、滋賀県立テクノファクトリーを運営してい

ます。創業や新技術開発などインキュベーション・マネジャ

ーによる段階に応じた支援を行っています。 

 

 
創業をお考えの方は、（公財）滋賀県産業支援プラザ 創業支援グループまで ０７７－５１１－１４１６ 

http://bcafe.shiga-saku.net/e872461.html
http://bcafe.shiga-saku.net/e876809.html


 

 

 

 

 

 

地域資源 信楽焼を活用した観賞用金 

魚類の飼育環境を最適化する陶製水槽の開発及

び商品化 

                     

 

 

平成２３年第２回で採択された信楽の有限会社かね

馬さんを紹介します。代表取締役の奥田さんから最近、

店舗の前に設置されている高さ約７ｍの「たぬきの置

物」が陶製であることを聞きました。てっきりコンク

リート製と思っていたのですが、４分割で成型・焼成

され、つなぎ合わせたものだそうです。また、ファン

ド事業のテーマでもある金魚についても自社水槽内で

草を浮かべて産卵させ、幼魚を育てておられます。奥

田さんによるとまだ生育率は１０％程度とのことです

が、本物志向のこだわりと言うか好奇心旺盛と言うか

熱意を感じさせる社長さんです。 

かね馬さんは、今回９月末に糞や食べ残しの餌など

による水の汚れを自動的に浄化する新たな金魚用水槽

の開発を終了されました。信楽焼に使う陶土などでで

きた多孔質陶器をバクテリアの菌床とし、バクテリア

で水を浄化すると共に、金魚の糞が水槽の下部にある

浄化エリアに落ちる水槽構造を設計し、商品試作され

ました。この試作品を展示会に出展され、好評を得ら

れたと聞いています。また、この過程で得られた成果

を基に特許も２点出願されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更に、これらの開発過程で多孔質陶器の可能性につ

いて色々実験された結果、有用性のある機能が見つか

り、新しいテーマとしてファンド申請・採択され、１

０月から再度ファンド事業を始められました。金魚観

賞用水槽から多方面に展開した家庭用インテリア・エ

クステリア商品を目指しておられます。とにかく実験

が好き、製造現場が好きで産地問屋さんとはとても思

えません。最近は、このような問屋さんが頑張ってい

ただければ、信楽を活性化できるように思えて来まし

た。 

展示会や既存顧客から引き合いもいただき始めたと

聞いていますので、早期に事業化達成に至るよう期待

しています。また個人的には醒ヶ井の清流「地蔵川」

等に咲く梅花藻を家庭でも育成できるような商品を作

って欲しいと思っています。 

             （植野 善丈） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(公財)滋賀県産業支援プラザでは、平成２０年度から「しが新事業応援ファンド助成金交付事業」

を実施しています。“しが新事業応援ファンド通信”では、助成金に採択された方の取り組み事例など

を紹介しています。   

有限会社かね馬 代表取締役 奥田企作氏 

有限会社 かね馬 

〒529-1851 滋賀県甲賀市信楽町長野 1136       

TEL  0748-82-0041  

FAX  0748-82-3241 

店舗前の大狸 
ファンド事業の

開発品（金魚水

槽） 
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■ 米原 SOHO ビジネスオフィス 

〒521-0016 滋賀県米原市下多良 2-137  

文化産業交流会館４F 

TEL：0749-52-9200 

E-mail：maibara@soho-shiga.jp 

 

■ 滋賀県立テクノファクトリー 

〒525-0055 草津市野路東七丁目 3番 46号 

TEL：077-516-0410 

 

 

 

■ コラボしが２１インキュベーション  

〒520-0806  滋賀県大津市打出浜 2-1 

コラボしが２１ ４階 

TEL：077-511-1416  

E-mail：in@shigaplaza.or.jp 

 

■ 草津 SOHO ビジネスオフィス    

〒525-0032  滋賀県草津市大路 1-1-1  

エルティ 932 4 階 

TEL：077-566-8121 

E-mail：kusatsu@soho-shiga.jp 
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創業をお考えの方は、 

滋賀県産業支援プラザ 

創業支援グループまで 


