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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・マネジャーによる成長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 

平成２６年２月１４日に第５回神戸ビ

ジネスアライアンスが開催されました。滋

賀県からは７社の出展がありました。コラ

ボしが２１創業オフィスの入居者からも

合同会社アシュトック 代表社員森本秀樹

氏とＹ'ｓDesignLab 山下祥一氏の２社、米

原ＳＯＨＯ卒業企業 vivimore 青木氏が

出展され、各ブースでは商品説明や商談を

行いました。さらに、商談ルームにおいて

は支援機関も同席しての本格的な商談を

行われました。 

---------------------------------------------- 

■ 粘着性の食材に特化した自動計量機 

---------------------------------------------- 

 びわ湖放送の番組である「滋賀経済 NOW」でテク

ノファクトリーに入居している㈱タステックが紹介

されました。 

同社は、梅干しや佃煮、油で揚げる前のかき揚げ

など粘着性のある食材に特化した自動計量機が特徴

の製造業です。 

---------------------------------------------- 

■ マーケティング戦略立案セミナーを開催！ 

---------------------------------------------- 

平成 26 年 6月 3日（火）に滋賀県立文化産業交流会

館の 1 階にあるカフェドロップハウスにてビジネスカ

フェを開催しました。今回は創業補助金説明会の開催後

に「新規事業開発のためのマーケティング戦略立案セミ

ナー」のテーマで中小企業診断士としてご活躍中の佐藤

美雪氏（S&K コンサルティング LLP）にご講演をいただ

きました。 

 

コンセプトに基づいた PR やパッケージデザインを考

え、販路を開拓していく過程を、佐藤氏が実際にサポー

トされている事例に沿って説明されていました。資料画

像は多彩でイメージがしやすく、中には熱心にメモを取

る参加者もいました。マーケティング戦略のための独自

の方程式の教授のほか、「上手くいかないことも勿論あ

ります。でも必ず道は開けますよ」と前向きなアドバイ

スなども。 

セミナー後恒例の交流会でも、講師に相談をする方

や、参加者同士で自身の事業内容を紹介する方など、思

い思いの方法で交流を深める様子が見られました。 

今回はじめて参加されて、「またこのような企画があ

れば参加したい」、「自分の事業に活かしたい」との声を

聞くことが出来て嬉しく思います。今後は、より多くの

方の創業の糧になるよう、起業者の“ニーズ”を読み取

っていきたいと思います。 

 

 

---------------------------------------------- 

■ 技術・素材・人をリデザインして世界へ発信 

---------------------------------------------- 

平成 26 年 6 月 12 日（木）に「日本各地の技術・

素材・人をリデザインして世界へ発信」をテーマに

COS KYOTO 株式会社 代表取締役 北林 功様に

講演していただきました。 

 伝統産業や地場産業の技の、守るべきところは守

り、変革すべきものは変える。その時代の市場が求

めるものにリデザインすることが大切である。市場

が求める“市場”とは、従来は、日本市場であった。

これからは海外市場の求めに対応することが期待さ

れるという講演でした。 

 会場には、クリエイターや地場産業や伝統産業の

方の約 50名が参加し、セミナーの後は交流を深めま

した。新たな出会いから何かがはじまることを期待

します。 

 

 

---------------------------------------------- 

■ 県内 9箇所で創業補助金説明会 

---------------------------------------------- 

 平成 26年 6月 30日（月）17時に締切日を迎える

創業補助金の説明会を県内 9 箇所で行いました。創

業補助金の対象者は、“創業予定者・事業後継予定

者”です。幅広い業種の方の申請が可能で、説明会

に累計 116 名の方にご参加いただきました。創業補

助金の利用を考えている方の起業の志し、特色ある

起業が多くあると実感しました。事業計画の中には

とても興味深い内容もあり、1 名でも多くの起業家

の方に採択を受けていただきたいと考えています。

また、この制度を機会として創業・経営相談の窓口

として、県内事業の発展を願ってやみません。 

 

---------------------------------------------- 

■ ファブリカ村で 3分間プレゼン大会！！ 

---------------------------------------------- 

 

平成 26 年 5 月 15 日（木）東近江市のファブリカ

村で 3 分プレゼン大会が開催されました。今回は参

加者 31 名中約 20 名がプレゼンテーションを行うと

いう、非常に充実した大会になりました。そして交

流会では畑は違うが、同じ場所で頑張る仲間と、コ

ーヒーを片手にビジネスの展望について語り合って

いました。  

---------------------------------------------- 

■ 米原 SOHOビジネスオフィス新入居者のご紹介 

---------------------------------------------- 

[区画 10] MK5 design 馬場 善信 氏 

  

---------------------------------------------- 

■ 入居者とソフトボール大会 

---------------------------------------------- 

 平成 26 年 5 月 17 日（土）草津市矢橋町営グラン

ドでソフトボール大会を開催しました。インキュベ

ーション入居者をはじめプラザ職員で草津チーム対

大津チームに分かれ対戦しました。 

お天気も快晴で、皆さんいい汗をかき、その後の

交流会もとても盛り上がりました。 

 

 

平成 26年 5月 1日より、米原 SOHO

ビジネスオフィスに新入居者が加わ

りました。事業内容は、「オリジナル

製品の開発・プロモーションおよび

販売事業」です。設計から試作、販

売まで一人メーカーを目指します。 

刻み野沢菜、直漬けキ

ムチ、タレ付き肉、各種

角煮、マグロ中落ち、紀

州梅、カットハム、ひじ

き、サラダ、細切昆布、

しらす干し、釜揚げしら

す、鮭フレーク、醤油い

くら等の従来の機種では

困難な食材の計量ができるため好評を得ています。 

県立テクノファクトリーは独創的な技術を有する

方が、その研究開発の成果を利用して新製品の試作や

製造に係る技術の開発および改良を行うことを支援

することにより、県内産業の振興を図ることを目的に

整備された賃貸型工場施設です。 

施設概要は、162㎡の工場、38㎡の事務所スペース

があります。工場は、10㌧までの床荷重があります。

アクセスは、名神の草津田上インターから 5分程度で

す。立命館大学や龍谷大学なども近くにあり、研究開

発をするに好立地です。施設の見学などお気軽にご相

談ください。 

------------------------ 

㈱タステック 

http://www.tastec.co.jp/ 

 

滋賀県立ﾃｸﾉﾌｧｸﾄﾘｰ 

http://www.tf-shiga.jp/ 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

地域資源の電子機器を活用した微生

物濃度連続監視モニター装置開発 

 

㈱テクノサイエンス 取締役技術部長 

長屋 寿氏（ファンド推進責任者） 

守山市にある株式会社テクノサイエンス

さんは、試験・分析サービスや環境計量証

明を主事業とした会社です。また、計測に

使用する特殊なカスタム試薬を製造販売さ

れています。その面では試薬から計測監視

システムまで幅広く対応できるので他社と

の差別化ができるように思います。最近の

安心・安全志向のデータ基盤を支えている

「縁の下の力持ち」と言うと持ち上げ過ぎ

かもしれませんが、成長産業のひとつでは

ないでしょうか。 

しが新事業応援ファンドでは平成２４年度

から２年間に渡り、上下水道施設水処理管

理・水処理業界および食品管理業界向けに

連続したリアルタイムで測定することでタ

イムリーな制御・処置ができる微生物濃度

連続監視モニター装置の開発に取り組まれ

ました。これまでのバッチ検査からリニア

ーに検査することができる画期的な装置で

す。その際の重点開発ポイントとして、発

光分析法を用いるためのＡＴＰ量（微生物

細胞中のアデノシン三リン酸量）を計測す

るＡＴＰ試薬の開発や検出感度の維持およ

びサンプリング・計測システム（装置） 

の構成検討に注力されました。その結果、

リアルタイムにＡＴＰ検出できる評価装置

を開発でき、高い検出感度を実現されたと

のことです。また、試薬の劣化などにも改

善を図られ、使いやすいシステムの完成に

至ったと満足しておられます。顧客のひと

つである機器メーカーからも高い評価を得

られたようで、事業化に向けての期待が膨

らんでいます。この装置は経済性も良く多

方面で使用可能な優れものになりそうで

す。残された課題を解決して、会社に貢献

できる商品になることを願っています。 

一方で、ビジネスとしてはＢ ｔｏ Ｂの

商流のため、多くの顧客に知っていただく

必要があります。技術の話ではいつまでも

終わらない長屋部長の情熱を販売にも活か

して頑張っていただきたいものです。また、

地元の分析・検査機関として滋賀県の事業

者さんへの認知度が向上し、顧客の事業に

貢献でき信頼感のある会社になっていただ

きたいと期待をしています。 

             （植野 善丈） 

 

微生物濃度監視モニター 

（システム）試作品 

分析・検査工程 

株式会社テクノサイエンス 

〒524-0102 滋賀県守山市水保町 2477 番地       

TEL  077-584-3003（代）  

FAX  077-584-3006 

URL  http://www.techno-science.jp 


