
  

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

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

■ しが起業家サミット 2015を米原で開催！ 

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

日時：平成 27年 11月 25日（水）13:30～17:30 

場所：滋賀県立文化産業交流会館 

 

「しが起業家サミット 2015」は県内の起業に関心が

ある方や起業を志す方、起業して間もない方、既に創

業された方、起業支援者などが一堂に会する初めての

イベントとして開催しました。 

第一部 講師の牧田氏はびわ湖放送の経済番組「滋

賀経済 NOW」のメインキャスターでもあり、番組の映

像を使いながら、県内の活発な企業についてご紹介い

ただきました。 

第二部では、創業して 20 年になる企業から創業数

か月の企業にお集まりいただき、自社の強みや創業時

の苦労話などをお聞かせいただきました。トークセッ

ションの出演者の中にはこの春米原 SOHO を卒業した

（合）シンプレスト様もおられ、「SOHO でもう少し研

鑽したかったが入居期限（3 年）が来てしまい追い出

されたので、今は米原市内で社屋を建ててやっていま

す。うちはこまやかな顧客サポートが自慢なので、社

員一人ひとりが強みですね」と話して会場の笑いを誘

いつつ、丁寧に事業説明をされていました。 

 

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

■ コラボしが入居者による展示 

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

 

 

今回は 17社（創業オフィスから 3社、草津 SOHOから

2社、テクノファクトリーから 12社、ゲスト出展とし

て 1社）のご参加をいただきました。 

業種も違えば展示物も様々です。こちらの展示スペー

スは、入り口から入ってすぐの場所にあります。 

 

 

 

 

 

 

日時：平成 27年 11月 16日～17 日 10:00～17:00 

場所：コラボしが 21 3階 会議室 

 

 平成 27年度インキュベーション・マネジャー（IM）

養成研修は6月の座学：前期スクーリングを皮きりに、

5 ヵ月間にわたる各種実習を行い、最終の座学である

11 月 16 日～17 日の後期スクーリングの実施をもっ

て、研修の全プログラムを完了しました。 

 受講者は滋賀県内の産業支援機関の職員および県

内ビジネス・インキュベーション施設で起業支援に携

わっている方で研修受講後も引き続き起業者対応が

可能な方として、商工会議所、商工会および中小企業

団体中央会からの 8名、大学インキュベーション施設

から 1 名、SOHO ビジネスオフィスから１名による 10

名の方々でした。 

 この研修は一般社団法人ＪＢＩＡ（日本ビジネス・

インキュベーション協会）認定の全国共通のＩＭ養成

研修カリキュラムをベースとしながら、滋賀県独自の

カリキュラムを加えて実施しました。 

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

■ 「ビアンカ」で滋賀クリエイティブセミナー開催 

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

 

日時：平成 27年 11月 18日（水） 14：30～16：00 

場所：琵琶湖汽船 客船「ビアンカ」 

 

 滋賀県、滋賀クリエイターズ協会、当支援プラザの

３者が主催して「滋賀クリエイティブフェア」を開催

しました。場所は、琵琶湖汽船の大型客船「ビアンカ」

です。 滋賀ならではのロケーションの会場に約 300

人の来場がありました。 

 30 事業者による展示会、ココクール マザーレイク

セレクション 2015、ビジネスアイデアアワードおよび

セミナーを開催しました。当プラザはクリエイティブ

セミナーを担当し、「売れるブランドの作り方」をテ

ーマに（株）TCD 取締役 生山 久展 氏にご講演をい

ただきました。 

 ブランドは、「自社のブランドはこうだ」と考える

ブランドコンセプトではなく、顧客の頭の中にブラン

ドとして認識されなければならないというものです。 

 ブランドとして認識されるために何をすべきか。 

講演を聞いて重要だと感じたのは、コンセプトです。

それも明確に。その伝え方として企業らしさ、製品ら

しさ、お店らしさを”ひとこと”でまとめるというも

のです。ひとことでまとめるのは、簡単そうでとても

難しいことです。ひとことでまとめて訴求することが

できれば、ブランドコンセプトが顧客に届く可能性が

高まり、売れるブランドになるということです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 滋賀クリエイティブフェアには 30 もの事業者が出

展されていました。コラボしがインキュベーションに

現在入居している LIFE LINES PRODOCT、（株）近江デ

ジタルファブリケーションからも出展がありました。 

 

 

  

 

地域の創業応援隊育成事業「滋賀 IM 養成研修」 

 受講者 10名は 5ヵ月という長い研修期間中に

4 つの実習を含む 7 つの課題に取り組み、11 月

の後期スクーリングにおいて各実習の報告と更

なるブラッシュアップを行いながら各考査を経

て、全員無事に研修修了となりました。 

 

 地域の起業者のよき相談相手かつ支援者であ

る専門家として、起業者の発掘から成長までを

支援するインキュベーション・マネジャー(IM)

として滋賀県内各地での活躍が期待されます。 

 
 
コラボしが 21 の展示スペ

ースにて昨年度に引き続

き創業オフィス・草津

SOHO・テクノファクトリ

ー入居の事業者によるク

リスマス展示を行ってお

りました。 
期間は 12月 25日まで開催

しておりました。 



  

 

株式会社 やまじょう 
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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 

 

ビ
ジ
ネ
ス
・イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施
設 

 

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 やまじょう 

 地域資源「近江牛、ビワマス、近江の伝統野菜」 

を活用した近江味噌漬けの開発事業 

 やまじょうは、1936 年に個人の漬物屋さん 2 軒が

合併して設立した。（山中さんと上西（じょうにし）さ

ん）法人になったのは 1962 年である。 
 
 やまじょうが目指すものは、最高の漬物品質を追求

すること。野菜の持ち味を活かすことはもちろんだが、

「しっかり漬ける」ことの追求が、やまじょうが目指

す漬物の味わいにつながる。野菜ごとに重石の重量と

日数をかえてじっくり漬ける。また、樽の中の場所（上、

中、下）によって塩分濃度が変わってしまうので、途

中で上下を漬け直すといった面倒なことまでやる。過

量の重石をのせたり、液糖で漬けたりすると、漬ける

時間を短縮できコストを下げることができるが、やま

じょうは最小限の重石で日数をかけて漬ける。そうす

ることで、漬けあがった時の食感が最高になる。液糖

は漬けた後の味付けだけに使う。これがやまじょうの

こだわりであり、野菜の姿や彩を損なわず、薄味で上

品な味わいや良い歯ごたえを作り出す源泉になる。 
 

やまじょうは、漬けることだけでなく野菜作りにも

こだわっている。自社農園を持ち、下田なすを栽培し

ている。下田なすの農地は約 20,000 ㎡あり、そのう

ち 1/3 がやまじょうの畑だという。下田なすは水不足

に弱く大変手間のかかる野菜で、しかも連作できない

ので、5 年おきにしか栽培できない。栽培技術の向上

にも熱心に取り組んでいるという。 
 

 漬物業界の売上はバブルの 1991年がピークだっ

た。現在は６割くらい売り上げが落ちている。そん

な逆境の中、やまじょうは 2008 年に本店、2010
年に日牟禮店（ひむれ）（近江八幡市）、2012 年に

金亀城町店（こんきしろまち 彦根城の別名）（彦

根市）をオープンさせ、売上を伸ばしてきた。各店

舗とも、観光客の来店が多いという。 
 現在は自社店舗での売り上げは 15％、今後は

30％にまで伸ばしたいという。新たなブランドを

作り、自社店舗での売り上げを伸ばすために、2014
年にファンド助成金を用いて、近江牛、ビワマス、

近江の伝統野菜を使った味噌漬けの開発を行った。 
 
 この開発は、肉屋にはない漬物屋の味噌漬けに徹

底的にこだわった。味噌の素材（米、糀、酒）は滋

賀県産で歴史のある店から購入し、漬ける技術で差

別化した。贈答用途で売上を伸ばす計画だ。 
この味噌漬けは、武宗（たけそう）という味噌漬

だけのブランドとして商品化した。このブランドだ

けで独立できるような商品として育成していきた

いという。今回は、近江牛、ビワマス、下田なすを

商品化できた。今後、新たなラインアップを加えて

武宗ブランドを大きく育てて欲しい。 
 

ファンド担当 長谷川正幸 

やまじょう本店（湖南市） 

上西 宗市（じょうにし そういち）社長 


