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（公財)滋賀県産業支援プラザではコラボしが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 

■創業補助金第 1 回募集 採択者一覧 
【地域需要創造型起業・創業】 

■草津ＳＯＨＯオフィス新入居企業紹介 ■cornet pitch【コルネット ピッチ】 
～起業家プレゼンテーション～ 

開催！！ 

 

■創業補助金説明会を草津・米原・高島で開催 
 

創業補助金応募者向けに、草津（5月 22日）、

米原（5 月 23 日および 29 日）、高島（5 月 24

日）にて創業補助金説明会を開催し、合計 60

名以上の方にご参加いただきました。説明会終

了後の個別相談では、 

・「考えている事業で応募できるのか？」 

・「どのような経費が対象になるのか？」 

・「どのような手続きが必要なのか？」など、具

体的な相談を数多くいただきました。説明会以

外でも、毎日申請に関するお問い合わせを数多

くいただいています。 

 今回説明会に来て頂いた方の中からどんな事

業が始まるのか期待されています。 

草津会場 
（in カフェ フィオーレ） 

高島会場 
（in 高島市商工会）                                                                                                                             

  申請者名 事業テーマ 認定支援機関名 

1 山本 敏幸 テープ技術を応用した健康医療分野

の製品開発製造・販売 

滋賀銀行  

南草津駅前支店 

2 由井 智子 「楽しく健康に」をキーワードにア

ウトドアスポーツの入口を広げる 

滋賀銀行 

彦根支店 

3 中村 麻希 イタリア料理店の実施 滋賀銀行 

南草津駅前支店 

4 安藤 克記 パンの製造と販売、挽きたてコーヒ

ーの提供 

滋賀銀行 

膳所駅前支店 

5 若林 雅彦 和と洋の融合による新しいスイーツ

の展開 

京都信用金庫 

南草津支店 

6 猪子 兼行 廃棄自動車及び建築・液晶ガラスの

廃材からのガラスリサイクル 

滋賀銀行 

瀬田駅前支店 

7 山下 佳成 近江野菜の移動販売の実施 滋賀銀行 

木浜支店 

 

第 1回公募（3月 22日～4月 22日）では、全国

で 634 件の応募があり、526 件が採択されました。

飲食店や美容室など身近なお店から、研究開発系の

ものづくり事業まで、多種多様な事業が採択されて

います。 

滋賀県では、9件応募を受理し、7件採択されまし

た。採択者は下記の通りです。 

これから起業される方や事業承継をされる方、す

でに事業を営まれている方でも新たに法人を設立し

新事業に取り組まれる方であればご応募いただけま

す。採択されると、人件費やテナント費用など 大

1年間の経費３分の２が補助されます（上限あり）。

今年起業を考えている方にお勧めです。 

今後も公募を予定しておりますので、詳細は滋賀県

産業支援プラザまでお問い合わせください。 

■創業補助金ご案内 

●e-ピグマリオン株式会社 

 代表取締役 松岡 保幸 氏 

e-ピグマリオン株式会社は、独自のピグマリオ

ンメソッドを構築した伊藤恭氏より教材使用・商

標使用を許諾されました。そのアナログ教材をプ

ログラミングすることでタブレット端末を用い

て安価で簡単に幼児学習教室を開設すること出

来ます。現在、デモ用サンプルが出来上がり、資

料の配布や説明会などを積極的に行っていくと

ころです。幼児教室開設用の電子学習教材にご興

味のある方は是非ご一報ください。 

Ｈ Ｐ：http://www.e-pyg.co.jp 

ＴＥＬ：077-599-3024 

●chankae 【チャンカエ】 

代表 市橋 香枝 氏 

 市橋氏はオリジナルアクセサリーのデザイン・制

作・販売をしており、関東、関西の 6店舗と自身の

オンラインストアにて販売をしております。

chankaeの事業コンセプトは「Chankae always gives 

you something new!」です。現在の主な製品は、使

用済みのニューヨークメトロカードを再利用しア

クセサリーに加工したり、ヴィンテージや外国のボ

タンを使用し新しい形に作り替えたりしています。

日頃何気なく使っているものを違う角度からとら

え直し、ちょっと珍しくキュートなものへと生まれ

変わらせる、オリジナル 

アクセサリーです。 

是非一度、HPを 

観てください。 

 

 

 

 

 

Ｈ Ｐ↓ 

http://www.chankae.com/jewelry/chankae.html 

創業支援グループでは６月１４日（金）に cornet 

pitch と題しましてインキュベーション入居者のプレ

ゼン大会をコラボしが 1 階の「喫茶店コルネット」で

開催しました。 

「エレベーター・ピッチ」をご存知ですか？（“ピッ

チ”は「説明する」の意味）、「起業家はエレベーター

の中で投資家に会ったら、自分のビジネスプランを 30
秒で的確に伝えられなければ未来はない」と言われて

います。今回の「コルネットピッチ」は、決められた

時間内でビジネスプランを説明していただき、多くの

方に PR する機会を作るのとプレゼン能力の向上がね

らいです。 

≪プレゼン企業紹介≫ 

・ATE UNIVERSE 津田氏 草崎氏 

（バーチャルスタジオの見学） 

・EARTHCAR 代表 清野 幹久氏 

（カーシェアリング） 

・CANBE 代表 田畑 直子 氏 

（マキシワンピ販売） 

・AKI PROMOTION 代表 古村 安来絵 氏 

（婚活＆プレ婚活コンサルティングとセラピー） 

・株式会社シベット 代表取締役 田中 俊彦 氏 

（歯科用医療機器輸入） 

・ドニコインター株式会社 代表取締役 猪子 兼行 氏 

 +協力会社 ガラスバンク 代表 本城 新吾 氏 

（ガラスリサイクル） 

■コラボしが 21 創業オフィス卒業企業

紹介 

株式会社 シベット 
 代表取締役 田中 俊彦 氏 
今回、提携される会社とのプロジェクト変更に伴

い、自宅に拠点を移されます。 

※敬称略・順不同 

http://www.e-pyg.co.jp/


地元の金融機関や税理士などの認定支援機関とともに、事業計画の作成から実行まで取り

組んでいただきます。ご関心のある方は、ご相談ください。 

 公募期間は、下記までお問い合わせください。 

詳細は、滋賀県産業支援プラザのホームページにて『創業補助金』をキーワード検索して

いただくか、あるいは、 

http://www.shigaplaza.or.jp/h24_sougyouhojyokin/をご覧ください。 

 

お問い合わせ先 

（公財）滋賀県産業支援プラザ 経営支援部 創業支援グループ 担当 佐藤・高・山本(照) 

TEL  077-511-1412  E-MAIL  in@shigaplaza.or.jp  URL http://www.shigaplaza.or.jp/ 

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜 2-1 コラボしが 21 2 階 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                     

                                       

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 補助上限額 対象 

［地域需要創造型起業・創業］ ２００万円 地域での起業を考えている方 

［海外需要獲得型起業・創業］ ７００万円 海外市場に向けて展開を考えている方 

［第二創業］ ５００万円 後継者の新分野への挑戦 

以前から考えている起業プランはあるけれども、まだ実現に至っていない方にチャン
スです。出店費用や店舗の賃借料、ホームページ開設費用、スタッフの人件費、営業 

  

 

  
滋賀で起業する今年最大のチャンス 

女性や若者の地域での起業や後継者の 

新分野への挑戦を応援します。 

～創業補助金のご案内～ 

地域のニーズに対応し、独創的な商品やサービスを新たに提供する事業を公募します。 

創業予定者・事業後継予定者の方へ 

をします。なお、補助額が１００万円満たない場合は、補助対象外とします。 
【補助率】補助対象経費のうち３分の２ 

交通費など必要な経費（別途基準を定めます）に対し、最大７００万円の補助 
 

地域資源「日野・甲賀の薬」を活用した柔軟

な湿潤型絆創膏の開発事業 
 

東洋化学㈱ 技術開発部課長 矢野 昌彦 氏 

東洋化学さんが「しが新事業応援ファン

ド」で開発された絆創膏の新商品は、近い

将来女性の大きな支持を受けるかも知れま

せん。なぜならば、絆創膏があまりに薄い

ので皮膚に貼っていることを忘れてしまう

程です。通常我々が使っているハイドロコ

ロイド型絆創膏の厚み０．５mm 程度の１

／３以下である０．１～０．１５mm を目

標に開発と商品試作を進められ、完成され

ました。色も肌色で、上からファンデーシ

ョンを塗ることもできるようです。若い女

性にとって特に顔に絆創膏を貼っているこ

とはカッコ悪い意識があると思いますが、

これを解決してくれるかも知れませんね。 
現在東洋化学さんの技術開発部は、栗東に

ある滋賀県工業技術総合センタ－内のレン

タルラボに入居され、日々雑音の少ない快

適な環境で仕事に取り組んでおられます。

ファンド事業は平成２３年度から取り組ま

れ、２年間で、ハイドロコロイド膏体の厚

さを１／３にするという目標に向け、技術

的課題の克服とそれに対応した製造方法の 

 

 

確立に対し精力的に取り組まれ目標を達成さ

れました。この成果をベースに、昨年末から

第一段階として厚さ０．３mm 商品を販売開

始されました。また１年後には厚さ０．１５

mm 程度の商品を販売したいとのことです。 
一方、薄くすることにこだわるあまり治癒

の効能が落ちることになっては意味がありま

せんが、この点でも治癒試験を続けられ、従

来品と比較して同等以上の治癒効果（治癒時

間）を実現され、遜色のない商品ができたと

のことです。 
今後ますます医療品・医薬品の市場は拡大

していくことが予想されますが、このトレン

ドやニ－ズを的確に捕まえて我々消費者が期

待できる商品を開発していただきたいもので

す。また、滋賀県の地場産業である日野・甲

賀の薬の産業を伸ばしていくことに大きな貢

献をしていただけるように期待しています。 
 
            （植野 善丈） 
 

東洋化学㈱ 
〒529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻 1008      

TEL  0748-52-5000  
FAX  0748-53-0635 




