
  

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
■ テクノファクトリー入居企業 株式会社光子発生技

術研究所が、第 3回高機能金属展へ出展されました！ 

--------------------------------------------------------------------------- 
4月 6日〜8日、東京ビッグサイトで開催された日本最

大の専門展「第 3 回 高機能金属展（通称 メタルジャパ

ン）」に株式会社 光子発生技術研究所 （テクノファク

トリー入居企業）が、昨年に引続き出展をされました。 

この展示会は、鉄鋼・非鉄金属など最先端の金属素材・

加工技術が一堂に会する専門展です。出展内容は、同社

が有する高エネルギーX 線 CT 技術の紹介です。特徴は、

金属の大型構造物を 0.3ｍｍの高分解能で非破壊検査を

することが可能となるものです。自動車エンジンなども

同社の技術を使えば容易に検査することが可能です。展

示会に同行して、感じたことは「Made in shiga の最新

技術が高く評価されている点」です。 

テクノファクトリーに入居され新たに研究開発されて

いる新技術の販路開拓のための支援は必要で、今後もよ

り多くの技術者や事業者にテクノファクトリーで開発さ

れた技術を利用いただけるように周知に努めます。 

 

 

滋賀県立テクノファクトーのお問い合わせは、滋賀県産

業支援プラザまで 077-511-1412 
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■コラボしがインキュベーション

しが卒業企業紹介。  

夏に活躍するＣＡＢＥ！ 

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

 夏に活躍される歌手がおられま

すが、この株式会社ビーチライフ

も夏に本番を迎える企業です。業

種はアパレルのネット販売で、主

にマキシワンピースを中心に販売している会社です。 

当プラザのインキュベーションオフィスの創業準備オ

フィスで 6 カ月事業計画づくりをされた後、守山市に事

業所を構え、平成 27年 6月に株式会社ビーチライフを設

立されました。 

 当プラザで、創業相談を受けた時は「ワンピースの専

門店になりたい」と話をされました。「ワンピースって

流行もあるので難しいですよね」と尋ねると「大丈夫で

す。このマキシワンピースは流行に左右されません」と

自信たっぷり。これは、田畑さんのマーケティング・リ

サーチの賜物です。売り上げも順調に伸び、今後が楽し

みです。 

田畑さんの強みは留学で学んだ英語力とアメリカ（ハ

ワイ）の現地での交渉力です。現在の田畑さんのお薦め

商品はビーチタオルとのこと。ハワイ気分を満喫された

い方はご注文されてみてはどうでしょうか？ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

株式会社ビーチライフ  代表者:田畑 直子 

〒524-0022 滋賀県守山市守山 3-17-3-10 

 
 

TEL:077-584-5969 FAX:077-584-5969 

代表者:田畑 直子 

ＨＰ http://www.e-canbe.com  

--------------------------------------------------------------------------- 
■ 米原 SOHO の入居企業「滋賀ビジコン」が入社式 
--------------------------------------------------------------------------- 
〇日時：平成 28年 3月 16日（水）9:00～ 

〇場所：米原 SOHOビジネスオフィス 

 

米原 SOHO ビジ

ネスオフィスに入

居している株式会

社滋賀ビジコンは、

人事労務部門の専

門的なサポートや

人材の有効活用支

援に特化したコン

サルタント業務と

企業内に入り込ん

だ業務請負の仕事をされています。 

入居 3 年で事業を大きく拡大され、この度自社として

初めてとなる新卒者 2名を採用されました。3月 16日は

朝から入社式を米原 SOHO ビジネスオフィスで執り行わ

れ、川﨑社長の挨拶に続き IMの上林もお祝いの言葉を述

べさせていただきました。 

なお、滋賀ビジコン様は業務拡充に伴い SOHOビジネス

オフィスが手狭になり、3 月末を持って彦根市内に移転

されました。同社のますますのご発展を祈念しておりま

す。 

--------------------------------------------------------------------------- 
■ 米原 SOHO オフィスの卒業企業「合同会社 シンプレス

ト」の事業計画が事業可能性評価委員会“めきき・しが”

においてＡランク評価を受けました！ 

--------------------------------------------------------------------------- 
3月 8日に開催した第 41回（通算）事業可能性評価委

員会において、合同会社シンプレストの「ワイヤレス温

度監視システム『Tensens(テンセンス)』の開発による酒

造業務管理システムの事業拡大」の事業計画がＡランク

評価を受けました。 
 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
■ 米原 SOHO で事業計画作成講座を開催 
--------------------------------------------------------------------------- 
〇日時：平成 28年 3月 16日（水）13:00～ 

〇場所：米原 SOHOビジネスオフィス 

 

初めての試みとして県東北部で創業を検討されている

方を対象に「これから創業する方のための事業計画作成

講座」を実施しました。 

事業計画の作成方法を知識として取得することが狙い

で、創業補助金や金融機関向けの計画書作成を予定され

ている 10名が参加され、ワークを交えビジネスモデルキ

ャンバス作成などに取組みました。 

起業者に取って、事業計画作成の知識の取得のみなら

ず自らが取組む事業を書面に落とし込むことにより、考

えが整理され課題を明らかにすることが出来ます。引続

き講座終了後も個別にフォローを行い、課題の抽出や事

業の絞込みなどのアドバイスを行いながら事業化への支

援を行っています。 

 

 
--------------------------------------------------------------------------- 
米原 SOHOの IM「スタートアップウィークエンド彦根」

にコーチングスタッフとして参加！ 

--------------------------------------------------------------------------- 
Startup Weekendは 2007年にアメリカのシアトルで始

まった起業家発掘のシステムで急速に世界中へ広まり、

これまで世界700都市にて 1500回以上開催されています。

スタートアップウィークエンド彦根は 3 月 25 日～27 日

の 3 日間、滋賀大学を主とした大学生と社会人の混合チ

ームで新たなビジネスの開発を行いました。 

米原 SOHOの上林 IMが 26日のコーチングセッションで

コーチとして参加し、事業モデルの整合性やマネタイズ

の面などからコーチングを行いました。このような活動

を通じ、県東北部での起業者育成と入居企業確保に努め

たいと考えています。また、入居企業の(株)いろあわせ 

の北川代表も 27 日の３日目「最終プレゼン＆結果発

表！」にジャッジとして参加されました。 

（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 創業支援課まで ０７７－５１１－１４１６ 

 
 

http://www.e-canbe.com/


  

 

株式会社 マンアップ 
大津市京町 4-5-23 ﾌｫﾚｽﾄ京町ﾋﾞﾙ 5F 
TEL 077-524-9220 
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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 

創業支援課まで 

株式会社 マンアップ 

 地域資源 「近江米」を活用した 

マスクパック化粧品の開発・販路開拓事業 

 マンアップは 1985 年に人材派遣業として起業し、

現社長は 2 代目となる。現在は、5 つのコアビジネス

を持ち、それらが相互補完し合って総合力を発揮する

ようになっている。 
1、 人材派遣業務 

マンアップ独自のスキルチェックにより、顧客ニー

ズにマッチした人材を紹介する。地域に密着し、迅速

な対応・細やかなサービスが売りだ。 
2、 販売促進事業 

一般的な人材派遣業から、より付加価値の高い販売

促進支援に特化、推進。多種多様な商品に対応できる

販売スキルや商品管理スキルを持つスタッフを育成

し、販促だけでなく、店舗運営委託までこなす。 
3、 輸入販売事業 

海外のユニークな化粧品や化粧雑貨などの輸入販売

事業を手掛ける。現地メーカーとの交渉から輸入、国

内プロモーションまで幅広く行う。 
4、 ロジスティクス事業 

主にメーカーから委託された販促物等の入庫、管理、

出荷を行う。販促事業との連携により、人材と物流の

一元管理することで、メーカーの負担を減らす。 
5、 託児・保育事業 

これまでに挙げた事業から見ると異色だが、働く女

性を支援するため、南草津駅前で 24 時間体制の保育

施設「プティット南草津ルーム」を運営している。ゼ

ロ歳児にも対応可能で年中無休 24 時間体制が特徴だ。 
 

 昨年からファンド助成金を用いて開発したのは、

「みずかがみ」のエキスを使ったマスクパック化粧

品。輸入販売事業が円安の影響で収益が悪化したこ

とで、国内生産を志向した開発を行った。 
 「みずかがみ」に着目したのは、女性スタッフの

提案だった。この商品の特徴は、大きく３つある。 
 
1、 地元農産物とコラボした、ご当地コスメ 
地元農産物とコラボしたご当地コスメは非常に

珍しい。また、「みずかがみ」は H27 年度の特 A
米に選ばれ、コメの美味しさ、斬新でユニークなデ

ザインと共に新商品を後押しする。 
2、 肌の保湿にこだわり、肌の弾力もアップ 
 「みずかがみ」から抽出したコメヌカエキスと、

近江米を原料とした米麹から抽出した酒粕エキス

を配合して、肌の保湿性を高めた。保湿により肌の

しわが目立たなくなり、肌弾力も高まるという。 
3、高級和紙に使う楮（こうぞ）をシートに採用 
 シートパックを肌に浸したとき、肌との親和性が

あり、保水性もあり、肌への浸透力を高めるために、

高級和紙に使用される楮をシートに採用した。楮

は、高知県で自社栽培している事業者のものを採用

したという。 
 
 エキスとシートの素材に徹底的にこだわったシ

ートパックができ上がった。滋賀県を代表する商品

に育つことを期待したい。 
       ファンド担当 長谷川正幸 

宇野 晴久 社長 

開発したシートパック 単品と 10 枚入りパック 
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