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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。 

「なんであの会社の商品は高く売れんのん

や！？なんで、なんで、なんでを繰り返し、見え

てきたものそれは・・・」をテーマに大阪市立大

学の小沢貴史先生に講演していただきました。 

なんであの会社の商品は高く売れるのに、うち

の会社の商品は、高く売れへんのやろう。そんな

思いをもっておられる方って多いということか

ら、小沢先生にお願いし実現しました。 

「ええもんをより安く」というのはよく聞く話

です。これは国をまたいで実現しやすい取り組み。 

つまり、海外でまねされやすい。 

海外の企業は、同様の戦略に取り組んでおり、

日本より投資判断が早い。そのようなことも日本

企業の利益率が下がる要因だそうです。 

そのような中、日本の企業で、高くても売れて

いる事例をご紹介いただいきました。 

 

・1本 17万円の日本酒 

・2万円のお茶 

 

「お客様にとっての価値ってなんだろう」高く

売れる商品づくりとして、何をすればよいのか。

 

6 月 20 日（金）、ビジネスカフェあきんどひろば

大津会場で、リスティング広告についてのセミナー

を開催しました。リスティング広告とは、検索連動

型広告のことです。検索エンジンサイトで利用者が

特定のキーワードを検索した時に、そのキーワード

を登録していた企業の広告が検索ページ上部に表示

されるものです。同じキーワードを登録した企業（競

合）に勝てば利益を上げることが出来るため、成果

が高いと言われています。今回のセミナーでは、こ

のリスティング広告の運用で成果を出されている㈱

バルワードの桜井社長に講演していただきました。 

参加者は起業して 5年以内の方が多く、自らの事

業を周知するための手段の一つとして「広告への知

識を蓄えに来られたのかな」と印象を持ちました。

私個人としては、桜井社長の「起業すると、仕事を

取ることが大切です」という言葉が特に印象に残っ

ています。知識やノウハウだけでなく、経験談が聞

けるは、ビジネスカフェの醍醐味です。起業家の皆

さんに、セミナーや交流会を通して、ノウハウや経

験談をどんどん吸収していただければと思います。 

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

■ 起業家女子育成塾 

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

 

6 月 10 日（火）、24 日（火）に起業家女子育成塾

（アントレプレナー養成講座）の第 1 回、第 2 回を

開催しました。これから起業したい、また起業され

て日の浅い方を対象に、外部環境（機会と脅威）に

あわせた自社の事業コンセプトの構築の仕方、中小

企業が取るべき戦略について、川口中小企業診断士、

吉田インテリアコーディネーターの指導のもとに学

んでいただきました。女性は、仕事と家庭を両立で

悩まれることが多く、授業後参加者の方々同士、夢

や不安について話されていました。7 月には先輩起

業家の事業所を訪問する現場体験研修を行います。 

 

 

6 月 16 日（月）草津市にありますクサツエストピ

アホテルに於いて女性起業家の育成支援交流会（滋

賀県主催）が開催されました。 

 この交流会の目的は県内でご活躍されている女性

経営者や女性起業家に集まって頂き今後活躍が期待

される女性起業家が創業し事業を成長させるため必

要なことは何かについて意見交換会が行われまし

た。 

コラボしが創業オフィスや草津 SOHOに入居企業や

卒業企業の女性の代表者 6 名にご参加をいただきま

した。また、滋賀県知事や滋賀県中小企業団体中央

会の女性部会の皆様から色々アドバイスをいただき

ました。 

悩みや要望では、「子育てが一段落しても引き続

き介護に直面する女性もいる。行政には保育所整備

や介護への後方支援をお願いしたい」「異業種交流

会や悩みを相談できる場があれば、女性も一層活躍

できる」「このような交流会などに参加してネット

ワークづくりも必要」といった声が出ていました。 

 

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

■ 草津 SOHOに 2社入居  

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

◯L-Planning 押田 真 

空室でお困りの賃貸物件オーナーの収益改善を目

指し、デザイン力と再生術を駆使したリノベーショ

ンを行い、また、即入居に至る営業戦略を用いリー

シングを行う、満室経営コンサルタントを事業とし

て行っております。 

◯パレスチナ・アマル 北村 聖美 

パレスチナの刺繍製品等の伝統工芸およびパレス

チナの地場産業製品の輸入販売を行っています。「パ

レスチナのものでおしゃれを楽しむ」をコンセプト

にカフィーヤ（ストール）やアクセサリーを取り扱

っています。 

 

ということを考えることができたのではないで

しょうか。 

講演の後は、ビジネスカフェの交流会。今回は、

起業を志している方に参加いただきました。コー

ヒーを片手に会話が進みます。 

 

今回、参加された方に起業の時期を尋ねたとこ

ろ、起業を考えている方が 38％、起業した人は、

29％、不明 33％です。不明の中には、支援者など

が含まれています。 

起業を考えている方と起業した方と支援者が

同じような割合で参加しています。 

ビジネスカフェは、起業を志す方、経営革新等

に取り組みたい経営者、支援者が交流する場で

す。起業の段階の違う方が集まることで、相互に

よい作用がはたらくことを期待して取り組んで

います。新しい出会いから何かがはじまることを

期待します。 

 

 

 

 

 

 

■広告費を抑え、売上向上につながる集客メソッド 

㈱バルワード 代表取締役 桜井 茶人 氏 

 

■ 女性起業家の育成支援交流会が開催される。 

 

■なんであの会社の商

品は高く売れんのん

や！？ 

なんで、なんで、なんで

を繰り返し、見えてきた

ものそれは・・・。 

講師 大阪市立大学 

准教授 小沢貴史氏 

草津会場（カフェフィオーレ） 

ビジネスカフェあきんどひろば 草津・大津で開催 

http://bcafe.shiga-saku.net/e1050335.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 
地域資源プラスチック製品の押出成

形技術を応用したインテリア用プラ

スチック素材（立体網目状成形品） 

の試作開発事業 

有限会社和晃プラスチック 

商品開発部  村木 昭博 氏 

甲賀市で樹脂の押出成形技術を活用し

た立体網目状成形製品を製造販売されて

いる和晃プラスチックの村木さんが、「し

が新事業応援ファンド」で新商品の開発・

新市場の開拓に挑戦されています。村木さ

んは２年前に事業を継ぐため元の勤め先

を辞め、甲賀市に戻られました。和晃プラ

スチックさんは押出成形による樹脂の立

体網目構造を活かした商品を製造販売さ

れていたのですが、３年程前に若手デザイ

ナーグループが当社を訪問された際その

形状構造に注目され色々な商品展開アド

バイスを受けたことがきっかけで、新市場

向けに新しい商品の開発に取組むチャレ

ンジを開始されたとのことです。村木さん

が戻られてまもなく、これらの商品開発を

任せられ、ご苦労が始まりました。 

自社の商品を作ろう！との思いから、初

めての市場であるインテリア市場向けに、

１年目は照明器用途、２年目はインテリア

用途のテーブル・パーテーションの開発に 

取り組まれ、出来上がった試作品を展示会等

で世に問われた結果、大きな反響を得ること

ができました。問合せや引き合いも多く入っ

てきたとのことです。また、これらの市場反

応により開発に対して自信も持たれること

になりました。何より、多くの人に見てもら

い色々な評価やアドバイスを得られたこと

が財産になっていると言われています。立体

網目構造という樹脂加工品の用途開拓の拡

がりという面でも可能性が増してきたよう

です。今後は拡がった人脈や認知度をベース

に、異業種さんとのコラボレーションによる

新たな事業展開も考えられています。 

これらの取組みが本業のであるＢ  ｔｏ 

Ｂのビジネスにも好影響を及ぼし、シナジー

効果が得られると思いますので、特徴のある

コア技術・商品にますます磨きをかけて、ニ

ッチ市場でもトンガリがある事業へと伸ば

していただけるものと期待をしています。人

柄も良く、他人の声に耳を傾けられる真摯な

村木さんにエールを送りたいと思います。 

 

 

  （植野 善丈） 

 

インテリア向 

パーテーション 

試作品 

照明用途向試作品 

有限会社 和晃プラスチック 

〒528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野 4810-1       

TEL  0748-67-8047  

FAX  0748-67-8048 

URL  http://www.wakopura.co.jp 


