
  

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （創業セミナー 説明資料の一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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（IM）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 

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

■ 創業準備オフィスの卒業 モリコウ建築設計所 

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

 モリコウ建築設計所（東近江市）の森本浩嗣さんは、

「幸せ」と「もったいない」にこだわり続けている建

築事務所を平成 26 年に開業されました。創業準備オ

フィスでは、新たに「古民家シェアハウス」を事業化

するために入居し、彦根で事業をスタートされまし

た。そんな森本さんから退居にあたりコメントをいた

だきました。  

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「今日は、滋賀県産業支援プラザ、創業準備オフィ

スの最後の日でした。オフィスに入居していました

が、遠方ということもあって勉強会の日に来るのがほ

とんどでした。勉強会では、様々な刺激を受け、事業

計画やブランディングなど課題は多いのですが、本当

に充実した半年でした。みなさまありがとうございま

した」。  

 

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

■入居者紹介（草津・米原 SOHO） 

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

草津 SOHO に 4 月から株式会社Ｄｏ．ベガＨＯＭＥ

（代取 西村純代）様、サンシャイン株式会社（代取 

田山拓海）様、7月から武吉良輔様が入居されました。

西村様は、住宅のコンセイエ（＝仏語で「助言する人」

の意味）として、田山様は、中国向けに強みをもつ総

合商社として、武吉様はリチウムイオン電池の応用製

品の開発者として、事業を展開しています。 

どの事業者も今後の活躍が大いに期待できるもの

ばかりですので、草津 SOHO から新たな時代を築いて

いかれることが期待されています。 

 

米原 SOHOには、7月より CANVAS 森野様が入居され

ました。森野様は長年テキスタイルやグラフィックの

デザイナーとして活躍されています。今回米原 SOHO

に入居されたのは “リネン製品の企画・開発および

インターネット販売”を目的として、リネンの衣料・

雑貨のみならず糸や生地など幅広くリネン製品の取

り扱いを計画され、7 月初旬には法人化を行う予定で

す。すでに商社やアパレルメーカーとの取引も始まっ

ています。 また、自らデザインから縫製までを手掛

ける生活・雑貨はインターネット販売に力を入れ、将

来は自らブランドを持ちたいと頑張っておられます。 

 

 

 

 

 

ただき好評のうちに終了いたしました。 

セミナー概要は次のとおりです。 

・Webがもたらした情報共有の変化 

・Instagramマーケティングとは 

・Instagram開発の背景 

・Instagram日本では 

・Instagramの現状 

・Instagramマーケティングテクニカル 

・Instagramの活用 

・Instagram実践の基本 

また、交流会では、参加者相互による名刺交換や

情報交換が活発におこなわれ、起業を考えている

方々からの熱心なご相談なども受けました。     

 

テーマ：スマホアプリの Instagram（インスタグラ

ム）マーケティング 
日時：平成 27年 7月 14日（火）15:00～17:30 
場所：カフェ・フィオーレ滋賀県草津市大路 1-15-39 

 
スマートフォンのアプリの「Instagram（インスタ

グラム）」は、SNS（ソーシャル・ネットワーク・シス

テム）です。Instagramは、スマートフォンで写真を

撮影しフィルタを使ってクリエイティブに編集して

投稿することが簡単にできます。最近は、Instagram

を活用したマーケティングも増え、我々のインキュベ

ーション施設利用の事業者にも Instagram を活用し

たアクセサリーや小物の販売が見られるようになり

ました。アクセサリーや小物の販売で成果を上げる

Instagramマーケティングについてその背景と現状に

ついてのセミナーを行いました。 

講師は株式会社 ECS代表取締役秋吉勝也様です。 

今回のセミナーテーマ「Instagram」については参

加者の強い興味を引き、セミナー参加募集開始直後か

ら続々と申し込みがあり、定員 30 名を大幅にこえる

参加をいただきました。 

当日はセミナーに 46名、交流会に 31 名の参加をい

◆スマホアプリの Instagram（インスタグラム） マーケティングセミナー 

講師：株式会社 ECS 代表取締役 秋吉 勝也 氏 

 

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

■ 岐阜県立森林アカデミーの授業の受け入れ 
----------------------------------------------- 

 
（コラボしが BI 舩越 IMによる説明） 

日時：平成 27年 6月 19日（金）10：00～16：00 

場所：コラボしがインキュベーション、草津 SOHO 

 

農山村の３大未利用資源は、「空き家、耕作放棄地、

放置林」です。森林文化アカデミーでは地域社会と連

携して、古民家を改修したシェアオフィスを運営し、

農的暮らしやや里山整備の実習をしながら「里山起業

家」（里山インキュベータ）を育てる取り組みをされ

ています。 

 

（創業準備オフィスの見学） 

今回、森林文化アカデミーの山村活性化事例研究と

して、ビジネスインキュベータの役割を学ぶことを目

的に、コラボしが 21 インキュベーション、草津 SOHO

ビジネスオフィスに来訪がありました。 

コラボしがでは、ビジネスインキュベータの運営お

よびインキュベーション・マネジャー（IM）の役割。

草津 SOHO ビジネスオフィスでは、起業支援と地域と

の関わり等の話を中心にすすめディスカッションし

ました。 

 

（草津 SOHO 大西 IMによる説明） 
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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 

株式会社古川与助商店 

 地域資源「近江雁皮紙」を活用した、和紙糸使用

新商品開発事業 

古川与助商店は、6/27 放送の BBC 滋賀経済 NOW
に取り上げられた。 
 
 古川与助商店は、紙・不織布・各種フィルムを細く

切るスリッター加工業を行っている。2～3 年前に不織

布の売り上げが落ち込んだ。それをチャンスと捉えた

3 代目河村朱美社長は、人の織らないものを織りたい

という織屋さんの頑張りを得て、和紙糸で初めてブラ

ウスを作った。 
 ブラウスがやっと完成した時、滋賀経済産業協会の

坂口会長から驚くべき提案を受けた。坂口さんのジャ

ケットを和紙糸で作ってくれという提案だった。でき

ませんと言ったら終わってしまうと思った河村さん

は、時間を下さいとお願いした。その後、和紙糸を太

くするなど試行錯誤の連続で、織屋さんの頑張りもあ

って、半年後にジャケットができ上がった。 
 坂口さんが和紙ジャケットを試着してみると、生地

は分厚いのに驚くほど軽く、ロングコートでも重く感

じなかったので河村さんに聞くと、和紙ジャケットは

織物中の空気の比率がかなり高いようで、それが軽さ

や通気性の良さを出しているとのこと。和紙ジャケッ

トは、オーダーメイドで色も自由に選ぶことができる

ので、東京の展示会では非常に評判が良かったようだ。 

 平成 25 年 9 月に、和紙糸をロンドンの展示会に

出展したところ、アメージングの連発で、新たな天

然素材として脚光を浴びた。 
 和紙糸だけで織物を作ると、伸縮性が小さいので

硬くなりすぎてうまくいかないようだ。しかし、縦

糸に既存の織物の糸を用い、横糸に和紙糸を使うと

良い織物ができ上がる。滋賀の地域資源である湖東

麻や高島ちぢみの縦糸利用も考えており、世界中の

織物を縦糸に使って織物を作ってみたいそうだ。 
 
 近江雁皮紙を活用した和紙糸使用商品の開発が

H27-1 ファンド助成金開発事業に採択された。近江

雁皮紙は、古川与助の近くにある成子紙工房が作っ

ている。思わず頬を近づけたくなるような、とても

なめらかで、光沢の良い、絹のような最高級和紙だ。

その和紙糸を使って何を作るべきか、織屋さんと滋

賀県工業技術総合センターと連携で検討している。

この紙で作る織物は、大津から世界に向けて発信す

る素晴らしいものになるだろう。今から楽しみだ。 
 
      ファンド助成金担当 長谷川正幸 

3 代目 河村朱美社長 
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