
  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日時 平成 28年 2月 2日（火）15：00～17：30 

○場所 滋賀大学大津サテライトプラザ 

○講師 中野 IT活用診断士事務所 代表 中野 雅公 氏 

 

スマホの普及と共に利用者が増加している SNS。中で

も LINEは、プライベートな連絡ツールとして普及してい

ます。今回のセミナーでは個人で使う「LINE」とは異な

り、個人・法人問わずに無料で活用できる「LINE＠」に

注目したセミナーを開催しました。LINE＠は、お客様や

ファンに向けた情報発信のためのツールです。この機能

を使いお金をかけずにできる集客術について学びました。 

講師は、小さな企業でも実践・継続できる独自の集客・

販売促進の仕組みを導入するコンサルティングを得意と

する中野雅公氏です。 

セミナーでは、「年間の売上を 2倍にするための、実現

可能な取り組みは何か」「再来店（リピート）してもらえ

ない一番の理由は何か」とった話を、参加者に問いかけ

ながら進めるスタイルでした。参加者の反応を見て、理

解度が低そうだと感じたところや重要性の高いところは

時間をかけての進行です。参加者と会場が一体感に包ま

れるような感じを受けました。 

参加された方は、ビジネスへのヒントを得ようと、み

なさん真剣そのものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■ アントレプレナー養成講座 

「新規開業の際の緒手続きと実務～創業の手引き～」 

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

○日時 平成 28年 1月 14日、17日、28日、2月 4日 

    いずれも 15時～17時 

○場所 コラボしが 3階研修室 

○講師 小川宗彦税理士事務所  

 

開業して間もない方、これから起業する方にとって、

事業を支える「財務」に関する知識、具体的な手法など

必要です。今後の経営戦略を立案する際には、売上や利

益の実績を元にしなければなりません。しかしながら、

「経理はよくわからない」と、他人に任せきり、後回し

にする人が多いということを聞きます。そういったこと

から財務に軸足をおいたセミナーを 4 回シリーズで行い

ました。主な内容は以下のとおりで、参加者は財務の重

要性を認識されました。 

 

・会社設立の手続きと実務 

・会社や個人にかかる税金 

・帳簿の整備と記帳の方法 

・日常の資金管理 

・売上予測の立て方 

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

■ 滋賀 IMネットワークの勉強会を開催しました。 

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

○日時 平成 27年 2月 9日（火）15：30～17：30 

○場所 米原 SOHOビジネスオフィス 

 

タイトルとテーマ 

・BI/IMダイアローグ（対話） 

「BI/IM 活動等における工夫とその効果」 

 

 滋賀 IMネットワークは、滋賀県内のインキュベーショ

ン施設（BI）やインキュベーション・マネジャー（IM）

等がネットワークを組んで活動しています。地域はひと

つのインキュベータ」をキャッチフレーズに、オール滋

賀でサポートするとして活動しています。 

BIは起業家の取り組みを応援し、創業を支援・育成す

る施設ですが、目的や環境、地域により状況は様々です。

また、IM も日々創業支援や育成活動を行っていますが、

その課題や取組みも様々で画一的なものはありません。 

 そのような中で、IMは課題を抱え、それぞれが工夫を

凝らし日々活動しています。「それらの取り組みを共有す

る場」として勉強会を開催しました。 

今回の勉強会には県内の BI から 10 名の参加者があり

「BI/IM 活動等における工夫とその効果」をテーマに 

 

・どのような課題ですか。 

・どんな工夫をしましたか。 

・その効果はどうでしたか。 

 

などについて対話を行いました。 

 

その中で 

・創業準備オフィスで支援や入居者発掘の取組と成果 

・子育て、男女共同参画などへの働きかけと起業 

・創業スクールで、支援機関の会員が 100件増えた事例 

など具体的な事例紹介をまじえ対話し、その成果を各 IM

が持帰り今後の活動に活かし、自らの BIの活性化に取り

組むことを確認しました。 

 

 

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

■ 米原 SOHOビジネスオフィス卒業企業  

合同会社シンプレスト様の事業計画のブラッシュアップ 

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

 昨年 3月に米原 SOHOビジネスオフィスを卒業された 

合同会社シンプレスト様（代表 宮川英之 氏） は創業直

後に米原 SOHOに入居され、2013年 12月に「中小企業新

事業活動促進法に基づく経営革新計画」の承認を、また

2013年には「しが新事業応援ファンド」にも採択され事

業を着々と拡大されています。 

この度「ワイヤレス温度監視システム『Tensens』の開

発による酒造業務管理システムの事業拡大」にチャレン

ジされます。IMも卒業企業の支援として、ブラッシュア

ップ等のサポートをさせていただきました。 

 

 

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

■ 米原 SOHOビジネスオフィス入居者紹介 

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

 3月に米原 SOH0に新たに 1社入居されます。 

・株式会社 いろあわせ 

 代表取締役 北川 雄士 氏 

 

【事業内容】 

◆ひとあわせ事業： 

新卒採用イベントの企画実行、入社後の新入社員研修

ならびにフォローアップ、管理職研修パッケージの企

画販売、その他各種研修や採用支援、制度設計等 

◆ものあわせ事業： 

絵本の販売、伝統工芸品のマーケティング支援 

◆まちあわせ事業： 

「しがトコ」の企画支援、県外から滋賀県へ足を運ん

でもらう地域系イベントの企画実行、地元に根ざした

地元の人のイベント企画実行 

の 3つの事業を行われます。 

今後のご活躍を祈念しております。 

（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 



  

 

株式会社 杉岡織布 

〒520-1512 高島市新旭町大田 1700 

TEL 0740-25-2581 
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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 杉岡織布 

 地域資源「高島ちぢみ」を活用した 

高機能付加生地および縫製品の試作品開発事業 

 杉岡織布は、江戸時代から地域に根付いた撚糸技術

と織布技術を活かした生地生産を行う「機屋（はたや）」

である。現社長 杉岡定弘の祖父が脱サラをして昭和

30 年に創業した。創業以来長きにわたり、一貫して「高

島ちぢみ」を製造してきた。経営理念は、「正直・実直」

な企業姿勢を追求しつつ、日夜品質にこだわり、生産

に勤しむことである。 

 高島ちぢみは、横糸に強い「撚り」をかけ、布の表

面にしわを出した織物で、高島クレープとも呼ばれる。

肌に触れる面積が小さいので、さらっとした着心地が

特徴で、吸水性が良く、早く乾くので、肌着の素材と

して重宝されている。そういった特徴から、夏によく

着用されてきたが、温暖化により夏以外でも着用され

るようになってきた。  

高島ちぢみは織った後で染める。プリントや後染

めでは限界があると、社長の杉岡定弘は考え、先染

めをセールスポイントにしたいと考えた。先に糸を

染色して染め上がった糸で織るのは、兵庫県西脇市

の「播州織」の特徴だ。播州織は広く普及しており、

デジャブ感があるという。 

そこで杉岡織布は、淡い色の 8 色の撚糸を横糸に

使ったグラデーションを特徴にしようと考えた。元

来、高島ちぢみのしわは、はかない感じを醸し出し

ている。琵琶湖や山の風景を見て、淡い色を織りた

いと強く思ったそうだ。 

 

 杉岡織布がファンド助成金を使って取り組んだ

のは、淡い色でグラデーションをつけた生地と縫製

品を試作開発すること。何度となく色の組み合わせ

を模索し、ブルー系が最もフィットしたという。 

 1 年目の平成 25 年度は、すててこ、リラクシン

グウエア、ホームウエア。2 年目は、ストール、メ

ンズシャツ。現在開発中の 3 年目は、反応の良かっ

た生地を掘り下げて、子供服、甚平、作務衣に展開

するという。 

 商品の提案力が売り上げに結び付き、売上は着実

に伸びている。2015 年度は、経済産業省が実施し

た「攻めの IT 経営中小企業百選」に選ばれ、IT の

活用にも積極的だ。今後、淡い色のグラデーション

製品が広く普及していくことを期待したい。 

 

ファンド担当 長谷川正幸 

杉岡織布 社屋 

杉岡 定弘 社長 

淡い色でグラデーションをつけたショール 


