
  

 

                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラボしがインキュベーション創業オフィスを退居し

た方が、入居している方へのメッセージを贈る場として、

「卒業プレゼン」を開催しています。今回、卒業プレゼ

ンをしたのはワイスリー企画 代表 吉田 泰志 様とドニ

コ・インター（株）代表取締役 猪子 兼行 様の 2社です。

2 社とも創業準備オフィスで起業し、創業オフィスで事

業化をされ、ご活躍されています。 

プレゼンでは、起業時の苦労話、事業化を目指す中で

の活動、そして売上、利益の変遷など、ここでしか聞け

ない話をしていただきました。参加者からは、「講演会

で聞く成功事例とは異なり、成功途上の内容はとても参

考になった」という声を聞きました。 

卒業プレゼンの後は、車座になって意見交換会です。

過去に退居された卒業生も参加されたこともあって、初 

 

[卒業プレゼンの様子] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対面の方もおられることから自己紹介からスタート。先

輩起業家から後輩に向けてメッセージ、起業時に大切な

こと、営業活動や事業計画の必要性などを話題に、ディ

スカッションしました。実際に、起業の段階の異なる起

業家との交流は、それぞれに刺激を与えたようです。 

終了後は、同会場で 1 時間ほど交流会をしました。自

己紹介をしていますので、会話もはずみます。その後は

気の合うもの同士で、さらに交流を深めたようです。 

吉田様、猪子様の益々のご活躍を祈念しています。ま

た、今回、仕事の都合で卒業プレゼンをしていただけな

かったみなさまの発展をお祈りいたします。 

卒業プレゼンは、現入居者と退居されたみなさまのた

めの交流の場です。世代の異なる起業家が集まり交流す

る中から、新たなビジネスの創出や、協力、連携が生ま

れることを期待しています。 

 

・ワイスリー企画 http://y3kikaku.com/ 

 滋賀県大津市唐崎三丁目 21-8つる家ビル 203 

 TEL 077-572-8090 

・ドニコ・インター（株）http://donico.co.jp/ 

 滋賀県大津市におの浜 4丁目 7番 5号 

オプテックスにおの浜ビル 6F-A 

TEL 077-572-9705 

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

■ 起業家にとって大切なもの 

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

○日時 平成 28年 2月 10日（水）13：00～19：00 

○場所 虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区） 

 

JAPAN VENTURE AWARDS（JVA）は中小機構が主催する、

革新的かつ潜在成長力の高い事業や、地域の活性化に資

する事業を行う、志の高いベンチャー企業の経営者を称

える表彰制度です。そんな式次第の中で「モーニングピ

ッチ」に衝撃を受けました。 

「モーニングピッチ」は朝の 7 時に、ベンチャー企業

が大企業やベンチャーキャピタル、メディアのオーディ

エンスを前に事業概要を発表するイベントです。 

最終選考に残ったプレゼンテーターは、短い時間の中

にしっかり自社商品のセールスポイント、会社の理念、

事業に込める思いを詰めてまとめ上げておられました。

中でも、表彰台に上った起業家さんのピッチは、言葉尻

や眼差しから熱を感じました。まさしくビジネスへの熱

意がそのまま聴衆の印象の強度に直結している感じです。 

プラザでも「3分間プレゼン大会」といって、3分間で

自分の事業計画や目標についてプレゼンし、表現力を磨

いていただくイベントをしております。3 分という制限

時間の中で伝えたいことを短くまとめるのは案外難しい

のですが、繰り返し参加しプレゼンすることで、確実に

まとめる力、伝える力が身につきます。 

プレゼン力は何をするにしても大切になってきますが、

どうしたらよくなるかは自分では気付きづらいもののよ

うに思います。人前で発表して、それを評価してもらう

ことは、新たな気付きに繋がりそうです。 

「3分間プレゼン大会」は奇数月の 15日前後に能登川

にあるファブリカ村（北川織物工場）で開催しています。

情熱のこもった衝撃的なプレゼンを聞きに、発表しに来

てください。 

 

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

■ 草津 SOHO 卒業企業様のご活躍 

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

2 月 7 日に開催されました「しが NEW ビジネスプラン

コンテスト」で見事優秀賞に輝いた草津 SOHO 第 67 番目

のご卒業生である（株）セルミック様をご紹介いたしま

す。 

同社はマイクロスコープの製造販売を祖業としたファ

ブレス・ベンチャーです。顧客は大企業の研究開発部門、

製品検査部門と大学です。マイクロスコープを管轄する

祖業のインスペクション事業部、そして昨年今年にかけ

て新設しました環境移設・設備事業部、ライフサイエン

ス事業部の 3 事業部体制とし、3 月に東京支店そして今

年中には九州拠点、名古屋拠点を開設することも決定さ

れています。社業拡大に伴い人員も６名から 4月には 10

名体制にする等まさに昇龍の勢いを呈しています。また

同社は 2020 年の株式上場を目指してコンサル会社の指

導のもと、体制の整備に入っています。 

同社成功の理由は、コスト・パフォーマンスに優れた

実用的で高性能な顕微鏡を開発した事です。ちなみに森

下季一社長は大学では文科系の学問に勤しむだけでなく

カヌーでは全日本クラスの腕前でロサンジェルス・オリ

ンピックにあと一歩で出場できるほどの活躍をされまし

た。ご卒業後は眼鏡会社に入社され人事分野を担当し毎

年 3 千人もの学生を面接されました。その結果森下社長

は人物眼に秀出ておられます。その後営業も担当され 15

店舗 400 人もの従業員を統率されるだけでなく勤務先会

社の株式上場・準備室にも在籍して勤務先会社の社長右

腕として活躍されました。同社の株式上場を機会に独立

してマイクロスコープのソフト会社を立ち上げ、創業 1

年後に生まれ故郷である滋賀県に戻り、草津 SOHOに入居

されました。 

森下社長に SOHOに入居しての評価を伺うと「情報が豊

富になった事と SOHO入居仲間同士の連携ができた。そし

て SOHO に入居して売上が一気に増大するという結果が

でたのが何より嬉しい」との事です。森下社長の視野は

大変広く株式上場を見据えているだけでなく、女性の活

躍支援のために託児所も検討されておられます。またス

ポーツ振興にも貢献すべく社名を冠にしたバトミントン

大会を 10 月 22 日に草津市立体育館で開催する事が決定

しました。これは学生時代にカヌーを、サラリーマン時

代には砲丸投げ、やり投げとスポーツをこよなく愛する

森下社長ならではの施策です。滋賀県はバトミントンの

強豪県であるだけに森下社長様の地元振興を願う気持ち

の発露でもあります。今後益々（株）セルミック様の多

方面にわたる活躍が期待されます。草津駅前 エルティ

９３２ ４階 http://www.selmic.co.jp/ 

（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 

コラボしがインキュベーション 創業オフィス 卒業プレゼン 
○日時 平成 28年 2月 19日（金）○場所 コラボしがインキュベーション 



  

 

上原酒造 株式会社 

〒520-1512 高島市新旭町太田 1524 

TEL 0740-25-2075 
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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 

上原酒造 株式会社 

 地域資源 「滋賀の地酒とアドベリー」 

を活用した新商品開発事業 

 上原酒造は 1862 年に創業し、現 7 代目蔵元（上原

績）まで、一貫して昔ながらの酒造りにこだわり続け

ている。代表銘柄は「不老泉」「亀亀覇」であり、その

中に生きているこだわりを紹介したい。 

 

１、天然酵母にこだわる 

 通常は醸造協会が販売する添加酵母を使うが、上原

酒造は蔵に棲む天然酵母を温度操作だけで蒸した米に

呼び込んで酵母を育てる。その結果、濃淳なお酒がで

き上がるという。 

 

2、厳選された米と酒造りに適した水にこだわる 

 米は、水がきれいで、夏場から初秋にかけて朝昼の

温度差が大きい場所が良く、安曇川上流の契約農家さ

んから供給してもらっている。 

水は、安曇川の地下からあふれる伏流水を仕込水と

して使っている。鉄やマンガンが殆どない軟水なので、

まろやかな酒になるという。 

 

3、山廃仕込にこだわる 

 山廃仕込とは、蒸した米と麹をすりつぶす山卸と

いう工程を廃した造り方のことで、麹の力で米から

でんぷんが自然に溶け出すのを待つ必要がある。時

間はかかっても濃淳な味を出せるが、雑菌が入りや

すいので極寒の時期（1~2 月）にしかできない。そ

のため、山廃仕込は全体の 60~70%だという。 

 

4、天秤しぼりにこだわる 

 酒造りの最終工程は、仕込んだ酒を酒袋に詰め

て、石の重りをつけた木槽天秤で搾る。上原酒造の

酒は 100％天秤しぼりだ。 

 通常は機械搾りであり、天秤しぼりは搾る時間が

3 倍以上、搾れる酒は 85％という効率の悪さだが、

お酒に対してストレスの多い部分を酒粕に残すの

で、きれいなお酒ができ上がる。こんな搾り方を採

用しているのは、全国的にも極めて稀だという。 

 

そんな上原酒造がファンド助成金を使って開発

したのは、原酒にアドベリーを使った女性向けのリ

キュールだ。 

 原酒に氷砂糖とアドベリーを漬けて成分を抽出

する。アルコール度数は 16 度くらい。アドベリー

の淡いピンクを出して、果肉を出さないようにする

のが大変だったという。女性には受けそうな商品な

ので、早く販売してほしいものだ。 

 

ファンド担当 長谷川正幸 

上原酒造 社屋 

上原 績（いさお） 社長 

石の重りをつけた天秤棒で圧迫して酒を搾り出す 


