
  

 

                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（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 ０７７－５１１－１４１２ 

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

■ 平成 30年度 プラザ創業支援課の 

「理念」「使命」「キーワード」 

--------―--------------------------------------- 

平成 30 年度のスタートに際し、今回のニュースレタ

ーでは、滋賀県産業支援プラザ創業支援課の①「理念」

②「使命」③「キーワード」をご紹介いたします。 

まず創業支援課の①「理念」は『創業機運の醸成』で

す。 

残念ながら日本の風潮として、起業を志す人や、創業を

人生の選択肢と考えている人が少ない風潮にあります。

かかる状況下、少しでも滋賀県の起業・創業を増やし、

地元経済の活性化につなげる目的から、プラザでは平成

18 年度より、自由に気楽で、対等な立場での、学び（ビ

ジネスセミナー）と交流（カフェ）の場を提供する「ビ

ジネスカフェあきんどひろば」を主催しています。でき

るだけ多くの方々との出会いを通じて、プラザの各種支

援策の周知と、そこでめぐり合えた起業家の夢の実現の

お手伝いに努めています。 

 継続は力なりの諺の如く、この 11 年間でビズカフェ

をきっかけとして、起業・創業された方々も多数おられ

ます。また、コラボしが 21 インキュベーションや、滋

賀県立 SOHO ビジネスオフィスなどの創業支援施設への

入居者数も 116名にものぼります。 

今年 2 月には「ビジネスカフェあきんどひろばの運

営」が中小企業庁より「創業機運醸成賞」を頂きました。

これはプラザの取組みが、国策とも合致していることの

証であり、大きな自信と励みになりました。今年度も引

き続き全県下で『創業機運の醸成』に向けた活動を積極

的に展開してまいります。 

続いて創業支援課の②「使命」は『地域はひとつのイ

ンキュベーターの実現』です。 

滋賀県には、県の地域の創業応援隊事業で誕生した公

認インキュベーションマネージャー（IM）を中心に、43

名もの創業支援のエキスパートがおられます。このよう

に大勢の公認 IM がそろっている県は全国的にも稀有で

あり、滋賀県の創業支援における最大の強み、財産とい

っても過言ではありません この人的ネットワークの強

 

質の高い創業支援を提供できることを意味する『地域は

ひとつのインキュベーター』の実現を目指します。プラ

ザは今年度もその旗振り役を務めてまいります。 

 

滋賀 BI/IM マップ（H29）43 名 

上述の「理念」と「使命」を実現するための具体的行

動の「キーワード」が『かけ算』です。 

平成 18 年度にプラザが「ビジネスカフェあきんどひろ

ば」を開始したころは、滋賀県下で創業支援施策を実施

する機関はプラザのみでした。しかし、今日では県下全

19市町が国の施策を受けて、各商工会議所、商工会  

とともに創業塾を開催しておられます。また、滋賀県、

大津市、県内大学、金融機関も盛んにビジネスプランコ

ンテストを実施しておられます。実際に十数年前と比べ

て、起業家を支援する環境と意識は格段に向上していま

す。ただ、各支援機関が行う施策は単独開催が多く、「ど

の支援機関へ相談に行けばよいかわかりにくい」といっ

た事業者からの声もあることから、未だ十分に支援機関

の連携までは取れていないことが課題として挙げられ

ます。 

全県下の創業支援情報が入手できる立場にあるプラ

ザは、各支援機関同士の横の連携、すなわち『かけ算』

を積極的に仲介してまいります。そして、この『かけ算』

の推進こそが、ひいては、『創業機運の醸成』と『地域

はひとつのインキュベーターの実現』につながると確信

しています。 

■ 採択事業抜粋 ・詳細はプラザ HPに掲載しています 

事業者名 事業名 

みやまの物語協議会 地域資源「伊吹山、横山岳」を活

用した 山里宿泊体験型ツアーの

開発事業 

株式会社ヒロセホー

ルディングス 

地域資源「朝宮茶、近江米、滋賀

の地酒」を活用した シャンプ

ー・トリートメントの開発事業 

たきもの島原 地域資源「環境こだわり農産物（さ

つまいも）」を活用した 丸ごと熟

成焼き干し芋の開発事業 

合同会社あおばなフ

ァーム 

地域資源「あおばな」を活用した 

サプリメント製品を改良するため

の栽培方法開発事業 

ひこね繊維協同組合 地域資源「彦根ファンデーション」

を活用した トランスジェンダー

向け下着の試作開発事業 

株式会社ライダス 地域資源「琵琶湖、東海道、中山

道」を活用した スポーツ自転車

で巡る観光コースの開発・販路開

拓事業 

比良比叡トレイル協

議会 

地域資源「比叡山、比良暮雪、雄

琴温泉」を活用した 比良比叡ト

レイル観光コースの開発・販路開

拓事業 

滋賀県漁業協同組合

連合青年会 

地域資源「琵琶湖産魚介類」を活

用した ニゴイやフナ類の高品質

神経締め商品の開発・販路開拓事

業 

有限会社とも栄菓舗 地域資源「アドベリー」を活用し

た 新たな滋賀の土産菓子開発・

販路開拓事業 

浪乃音酒造株式会社 地域資源「滋賀の地酒」を活用し

た 海外向け新酒の開発・販路開

拓事業 

近江麦酒株式会社 地域資源「長浜のビール」を活用

した クラフトビールの開発・販

路開拓事業 

株式会社麻絲商会 地域資源「湖東麻織物」を活用し

た 抗菌性を付与した中綿および

綿製品の開発・販路開拓事業 

株式会社山正 地域資源「伊吹もぐさ」を活用し

た 安全安心で使い易いお灸の開

発・販路開拓事業 

湖香六根（うかろっ

こん） 

地域資源「ビワマス、近江の茶、

環境こだわり農産物」を活用した 

新商品の販路開拓事業 

 

 

 

 

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

■ ビジネスカフェ in草津 

「第４次産業革命～大学から創生する 

ロボティクス・メカトロニクス～」を開催 

--------―--------------------------------------- 

平成 30年 3月 20日（火）にカフェ＋バルフィオーレ

にて Kyoto Robotics 株式会社より、取締役代表執行役

社長 徐 剛氏を講師にお招きし、「第 4 次産業革命～

大学から創生するロボティクス・メカトロニクス～」と

題して、講演頂きました。 

 徐氏は大学発ベンチャーとして 2000 年に三次元メデ

ィアを設立。2011 年には世界初の本格的 3 次元ロボッ

トビジョンセンサを開発し、ロボット大賞、中小企業庁

長官賞、JAPAN VENTUREAWARDS等、様々な賞を受賞。現

在、同社の国内 3次元ロボットピッキング市場占有率は

6割を占め、今年 1月には日本のみならず、グローバル

に事業を展開するために Kyoto Robotics 株式会社へ社

名変更されました。 

 

 講演では Kyoto Robotics 株式会社のテクノロジーを

はじめ、なぜ、３次元ロボットビジョンから知能ピッキ

ングロボットの製作へ一歩を踏み出したのかの他、ベン

チャーにおける技術研究、製品開発、マーケティングの

話題までお話し頂きました。 

 質疑応答の後、交流会を実施。参加者同士が交流し、

活発な情報交換をしていただきました。 

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

■ 平成 30年度 第１回（最終回） 

しが新事業応援ファンド助成金 採択結果 

--------―--------------------------------------- 

最終回となる平成 30 年度第 1 回しが新事業応援ファ

ンド助成金について、1次審査（書類審査）、2次審査（プ

レゼン）を経て、26件の事業が採択されました。（応募

数は 43件） 

最終回となる今回採択事業については、平成 30 年 4

月 1日から平成 30年１1月 30 日（8か月間）が事業実

施期間となります。 

各事業者さんの事業計画が予定通りに進捗するよう、

事務局も精一杯フォローいたします！ 

 

 

 

 

Kyoto Robotics(株) 徐 社長 

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

■ 平成 30年度 プラザ創業支援課の 

「理念」「使命」「キーワード」 

--------―--------------------------------------- 

平成 30 年度のスタートに際し、今回のニュースレタ

ーでは、滋賀県産業支援プラザ創業支援課の「理念」  

「使命」「キーワード」をご紹介いたします。 

まず創業支援課の「理念」は『創業機運の醸成』です。 

残念ながら日本の風潮として、起業を志す人や創業を人

生の選択肢と考えている人が少ないことが挙げられま

す。かかる状況下、少しでも滋賀県の起業・創業を増や

し、地元経済の活性化につなげる目的から、プラザでは

平成 18 年度より、自由に気楽で、対等な立場での、学

び（ビジネスセミナー）と交流（カフェ）の場を提供す

る「ビジネスカフェあきんどひろば」を主催しています。

できるだけ多くの方々との出会いを通じて、プラザの各

種支援策の周知と、そこでめぐり合えた起業家の夢の実

現のお手伝いに努めています。 

 継続は力なりの諺の如く、この 11 年間でビズカフェ

をきっかけとして、起業・創業された方々も多数おられ

ます。また、コラボしが 21 インキュベーションや、滋

賀県立 SOHO ビジネスオフィスなどの創業支援施設への

入居者数も 116名にものぼります。 

今年 2 月には「ビジネスカフェあきんどひろばの運

営」が中小企業庁より「創業機運醸成賞」を頂きました。

これはプラザの取組みが、国策とも合致していることの

証であり、大きな自信と励みになりました。今年度も引

き続き全県下で『創業機運の醸成』に向けた活動を積極

的に展開してまいります。 

続いて創業支援課の考える「使命」は『地域はひとつ

のインキュベーターの実現』です。 

滋賀県には、県の地域の創業応援隊事業で誕生した公

認インキュベーションマネージャー（IM）を中心に、43

名もの創業支援のエキスパートがおられます。このよう

に大勢の公認 IM がそろっている県は全国的にもめずら

しく、滋賀県の創業支援における最大の強み、財産とい

っても過言ではありません。この人的ネットワークの強

みを活かし、滋賀県のどの地域の起業家に対しても、 
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◎ 近日開催予定のセミナーの詳細 
についてはこちらの QR コード   
もしくは「支援プラザ 新着情報」 
で検索してください！ 

 

1、 佐藤酒造の概要と、酒造りのこだわり 

佐藤酒造は、歴史と伝統文化を継承した長浜の地で、

名峰伊吹山を水源とした清水豊かな酒蔵として、2011

年にゼロからスタートした。 

地元の米、水、人にこだわり、「口あたりがやわらか

く芳醇な味わいとキレの良さを併せ持ち、北国の郷土

料理（小鮎の甘炊き、鯖素麺、鴨すき、鮒ずしなど）

とともに楽しんでいただける食中酒」を目指している。

滋賀の地酒はしっかりしているものが多く、元気が良

い。これらと一緒に盛り上がり、地酒を通じて郷土の

魅力を強く発信したい、と考えている。 

酒ソムリエ協会が主催する、ロンドンの老舗高級百

貨店ハロッズで開催されたロンドン酒チャレンジ（ロ

ンドンオリンピックの 2012 年から開催されている日

本酒品評会）2015 で、特別純米酒の輸出仕様「大湖 特

別純米酒」が銀賞を受賞した。 

2、開発した、にごり梅酒「つぼみうめ にごり」 

 長浜の花は梅であり、毎年 1～3月に長浜盆梅展が開

催される。長浜では、梅がとても親しまれているので、

地元に根差し、地元を語れ、地元から親しまれる梅酒

商品を開発したいと強く思った。老木からみずみずし

い花が咲くことを梅酒で表現するために、長浜バイオ

大と協働して、伊吹山の麓の梅を使い心地良く甘い香

りがするにごり梅酒を開発できた。 

 ネーミングは、大学の会議室で議論し、学生を人生

のつぼみにたとえ、「つぼみうめ にごり」とした。今

回開発した梅酒は、バイオ大の分析結果をもとに工程

を進化させ、3 年後に全国梅酒コンテストで金賞を取

るのが、佐藤さんと学生達の夢だ。 

 

3、「びわ湖長濱ブルー プロジェクト」のお酒 

 北びわ湖の美しい青色をイメージして、長浜の事業

者が協力し合って、東南アジア原産のハーブ「バタフ

ライピー」を使い、青色に発色させた酒やスイーツを

開発した。佐藤酒造が開発した日本酒は、吟醸酒にバ

タフライピーを配合して、鮮やかな青色になった。レ

モンを絞ると、酸と反応して、赤みを帯びた紫になる

おしゃれな日本酒だ。 

佐藤酒造 株式会社 

地域資源 「滋賀の地酒」を活用した 

日本酒仕込み梅酒の試作開発事業 

佐藤酒造の社屋、代表銘柄の「湖濱（こはま）」 

代表取締役 佐藤硬史 氏 

開発品の「長濱ブルー」（左）、「つぼみうめ にごり」（右） 

 

長浜バイオ大と一緒に梅を収穫 

http://www.shigaplaza.or.jp/category/news/

