
  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成 28年 1月より新しく三事業者が草津 SOHOビジネ

スオフィスへ入居されました。草津 SOHOビジネスオフ

ィスは、SOHO事業者（小規模事業者）の活動拠点で、入

居事業者の事業活動をサポートしながら、事業者交流・

連携を進めています。JR草津駅から徒歩 1分の距離で京

阪神へのアクセスは抜群です。入居率は、95％となり空

室は残り１室となりました。 

ご入居に興味のある方は、下記のホームページまで 

[滋賀 SOHO ﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾌｨｽ https://www.soho-shiga.jp/] 

 

●区画４ プラスアイデア（個人事業）坂井 順一 様 

 

写真 二人写真（左側 野瀬様、右側 坂井代表） 

 

HP作成サービスを基盤として、持ち前の若々しい感

性で ITと映像の融合による新しい ITサービスを提供

します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

●区画８ 株式会社ハピネスポッド 兼田 展季 様 

 

新規事業としてインターネット・オークション事業

を開始し既存の実店舗販売と合わせてオムニチャンネ

ル方法のマーケティングを展開します。 

 

●区画１６ 株式会社スペースフリー 三宅 信孝 様 

 

写真 三人写真（左側が勝見様、中央が三宅事務局、右側が三宅代表） 

住宅総合プロデュース会社です。得意の省エネ設計で 

滋賀県内の工務店様と連携して 2020年の省エネ規制

をクリアした住宅を提案します。 

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

■ 草津 SOHOビジネスオフィス卒業者紹介 

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

 

平成 27 年 12 月末に 1 先が草津 SOHO を卒業された。

L-planning 代表 押田 真 様 

【業務内容】 

賃貸リノベーション及び満室経営サポート 

URL http://www.l-planning2014.com 

【草津 SOHOの良かったところ】 

いろいろな出会いがありました。入居事業者同士や卒

業企業、入居業者を介しての出会いなど、もしも草津

SOHO へ入居をしていなかったら今のような人的ネット

ワークが築けていなかったかもしれません。草津 SOHO

の最大の魅力は、「思いのある人との出会い」だと思いま

す。 

【卒業にあたって】 

事業を開始して草津 SOHOへ入居をした頃は、不安で心

細かったです。草津 SOHOへ入居をすることで、多くの事

業者と出会い、少しずつ自信が湧いてきました。お互い

気持ちの弱いところも見せながら、互いに刺激し合い今

までやってきました。これからも切磋琢磨し、ビジネス

マッチングできるところはやっていくそんな草津 SOHO

であって欲しいと思います。 

【事業 PR】 

賃貸物件のリノベーション工事だけでなく、「満室にな

るまでが仕事」をコンセプトに、地域ごとにどういうデ

ザインが好まれているか、適切な価格設定がいくらなの

かが分かる情報を提供し、満室に向けたサポートを継続

し、賃貸経営者と共に喜びを分かち合えるところまでサ

ポートします。 

 

L-planning 

〒520-3047 滋賀県栗東市手原 4-2-28 宝文堂ビル 3Ｆ 

TEL077-598-6518  FAX077-598-6519 

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

■ 創業オフィス卒業企業新聞掲載される！ 

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

大隅書店 代表 大隅直人さんが朝日新聞に掲載され

ましたので記事を紹介します。 

 

 ２０１０年１１月に大津市で出版社「大隅書店」を創

業して５周年を迎えた。 

大隅書店のコンセプトでもある「良きものを次世代に手

渡す」ことが書物の使命であると考え本作りを続けてい

る。 

 北海道出身で京大文学部卒、京都市内の学術系出版社

に編集者として勤め、多くの筆者の信頼を得て、０２年

にフリーに。「本作りを通じて世の中を良くしたい。４０

歳を過ぎて、そんな本を出していける自信が持てた。」と 

１０年４月産業支援プラザの創業準備オフィスに入居し

て出版社を立ち上げた。 

 これまでに出した書籍は１５点。映画や教育、ヨガの

起源や作動流派の比較分析などジャンルは多岐に及ぶ。

「基準は面白いかどうか。いろんなことに興味がある。」 

出版業界の現状は厳しいが、電子書籍化を積極的に進め

るなど「できることはまだあるはず」世界に広がる知見

を滋賀から発信するのが夢だ。 

 

朝日新聞朝刊の滋賀版の「ひと交差点」掲載より 

 

近刊「十人十色の子どもたち」―発達支援の現場から―  

鈴木正樹 著 

  「メビウスゲイト桜田門」龍道真一 著 

 

 

大隅書店 

〒520-0242 大津市本堅田 5-16-12コマザワビル 505 号 

TEL088-574-7152 FAX077-574-7153 

 

 

（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 

https://www.soho-shiga.jp/


  

 

有限会社 リバーフィールド 

〒523-0857 近江八幡市八幡町 336 

TEL 0748-32-6505 
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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 

有限会社 リバーフィールド 

 地域資源「八幡靴」を活用した 

新たなオーダー八幡靴の開発事業 

 八幡靴は、現在の近江八幡市八幡町で明治時代の文

明開化を機に生産が始まった。大正初期まではロシア

向けの輸出品として、それ以降は国内の軍靴需要に乗

って発展し、太平洋戦争以降は一般向けの靴生産に転

身した。 

 昭和 20～30 年代には町内の男性のほとんどが靴職

人になるほど、町は靴づくりで活気づいていたという。

しかし、家内制手工業で作られていたため、大量生産

や国外生産の時代が到来して衰退した。現在はごくわ

ずかな職人が残っているだけだ。 

 川原勲社長は、靴を売っていたチェーン店のオーナ

ーだった。良いものを作っているのにすたれていく、

八幡靴を存続させたいという強い思いから 2002 年に

起業した。起業当時、一生懸命売ろうとしたが売れな

かった。売れない原因は、おじさん風の仕事靴をイメ

ージさせるデザインだと思った。デザインはヨーロッ

パ風、色合いも豊富にし、手づくりのオーダーメード

を特徴にした。価格帯は 35,000～40,000円、ネット販

売とオーダースーツの店に卸すのが中心だという。 

 

 川原さんの願いは、八幡靴を存続させること。そ

のために、若い靴職人の育成と、安定した売り上げ

の確保が急務だ。現在の生産量は 1 ヶ月に 50～60

足だが、100 足を安定して生産販売したいという。

そのために、2014 年から、3D プリンタで足型を取

った靴と、近江牛皮を使った靴の開発にファンド助

成金を使って取り組んだ。 

 従来は、スポンジ素材の計測器で足の寸法を測っ

て靴を作ってきた。足に、よりフィットした靴を作

るために、足型を 3次元で計測するフットスキャナ

ーを導入した。樹脂でリアルな足型を再現すること

で、フルオーダーの靴が 60,000～70,000 円で作れ

るようになった。 

 靴や鞄などのファッション製品には国産牛皮は

ほとんど使われない。国産牛は美味しく食べること

が重視されているので、皮は薄く、柔らかく、張り

がなく、メタボおじさんの皮膚になっているから

だ。また、皮材料にするまでの期間が海外より 2

倍も長いので、傷がつきやすい。なめしの技術が上

がって、そんな国産牛皮が靴に使われるようになっ

てきた。今回開発した近江牛ブランドの八幡靴は、

柔らかく、はき心地が良いのが特徴だ。 

 今回リバーフィールドが開発した、「近江牛ブラ

ンド靴」と「3Dプリンタ計測靴」、これらが八幡靴

の発展にしっかりつながっていくことを期待した

い。 

ファンド担当 長谷川正幸 

リバーフィールド 近江八幡駅前店 

川原 勲 社長 


