（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

交流会風景

滋賀 IM ネットワークマップ

今回の後期スクーリングでは、４ヵ月にわたる研修で
行ってきた起業者対応実習・BI（ビジネス・インキュベ
ーション）実習・セミナー実習に関して、各自が経験し
学んだ内容についてプレゼンを行い得た知識の共有を
図りました。
また「BI 施設構築ワークショップ」では、新たな BI 施
設を立ち上げると仮定し、地域の情勢を踏まえどのよう
な機能を持たせるかという内容で２チームにわかれ議
論し発表を行いました。限られた時間で各自が研修で学
んだことを基礎として、滋賀県内の各施設といかに効率
的効果的に結びつくかという視点で活発に意見交換し
「こんな BI 施設が欲しかった」と思わせる構想を描く
ことができました。
４ヵ月という限られた研修期間において、当初は長い
と感じられた時間も、起業者の現場で真剣に向き合うう
ちに様々な疑問や課題が湧き、解決できぬまま終了して
しまうことも多くあります。今後は滋賀県内 43 名の IM
の一員として引き続き起業者と向き合い高め合う活動
を行っていただきたいと思います。

細川氏からはご自身の経験について、起業に至るまで
のプロセスや起業してからの苦労、転機等、順を追って
お話をされ、参加者にとっても身近な問題として参考に
してもらいやすい内容でした。
また、組織づくりの必要性についてもお話があり、「細
川商店から nadeshico 企業へ」とのとおり、社内でのス
キルアップ制度、評価制度、労働環境改善、仕組化等に
ついて具体例をもって説明をされました。
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------------------------------------------------■ 地域の創業応援隊事業
平成 29 年度滋賀県 IM 養成研修修了
--------―--------------------------------------今年度７月よりスタートした IM 養成研修（第 3 期）
の最終カリキュラムである後期スクーリングが、12 月
14 日・15 日に実施され、11 名全員の受講生が無事修了
することができました。

星野先生を挟んで修了生全員

講演では日本マイクロソフト社の AI 関連商品である
「Cognitive Service（コグニティブサービス）」を利用
し、大手企業でなくてもリーズナブルな価格で手軽に
AI を利用できることを説明頂きました。
事例発表では草津 SOHO 入居者である、株式会社レッ
ドペンギン代表取締役 風呂井仁氏にマイクロソフトユ
ーザーの立場からどのように AI を活用できるかを説明
頂きました。

------------------------------------------------■ ビジネスカフェ in 草津 「第 4 次産業革命～AI
ってどんなとこで使えるの？～」を開催しました。
------------------------------------------------平成 29 年 12 月 6 日（水）14:00 より、カフェ＋バル
フィオーレにて日本マイクロソフト株式会社 大林裕明
氏を講師にお招きし、
「第 4 次産業革命～AI ってどんな
とこで使えるの？～」と題してご講演頂きました。
大林氏は業務システムの要、データベースソフトウェ
アで世界のトップ企業であるオラクル社の日本法人、日
本オラクルで活躍された後、クラウド全盛期となるタイ
ミングに合わせて日本マイクロソフト社へ転籍、世界最
高水準のクラウドシステムである「Azure」を取扱いさ
れ、常に IT 業界の最先端で活躍しておられます。

その後、大林氏、風呂井氏を交えて交流会を実施し、参
加者同士の名刺交換の他、講演での質問事項を講師に直
接伺う等、活発な情報交換が行われました。
-----------------------------------------------■ ビジネスカフェ in 彦根
起業のススメ～「やればできる」の精神論ではダメ、
成功のカギは顧客満足度の見える化
--------―--------------------------------------平成 29 年 12 月 11 日（月）13：30 より、彦根駅西口
の大学サテライト・プラザ彦根（アルプラザ彦根６Ｆ）
で講師に株式会社 nadeshico 代表取締役 細川雄也氏
をお迎えし、ビジネスカフェ in 彦根
｛起業のススメ～「やればできる」の精神論ではダメ、
成功のカギは顧客満足度の見える化｝を開催しました。

細川 雄也 氏

講演中、「いかにお店に来てもらうかではなく、いかに
満足して帰っていただくか（満足して帰ってもらい、リ
ピータになってもらう）」というお話があり、主催者側
としても、セミナーを実施し参加者を募るだけではな
く、セミナー参加者が実際に起業創業や米原 SOHO への
入居につながるよう、フォローをしていくことが重要で
あると実感しました。
------------------------------------------------■ 新入居者紹介 株式会社 ELT 健康増進研究所
代表取締役 佐伯 武士 氏
--------―--------------------------------------平成 29 年 10 月 1 日より創業オフィスに入居されまし
た。同社は健康な中高齢者から虚弱高齢者が自発的に生
活動作改善・維持を目的としたトレーニングが必要と考
え、「健康のび体操（エロンゲーショントレーニング）」
と安全かつ効果的なトレーニング補助器具「エロンゲー
ションバンド」の開発と販売を行っておられます。
滋賀県は新聞報道で男性の長寿日本一と言われてい
ますが、同社の活躍によりすでに訪れている超高齢化社
会において、全国で健康寿命の延伸が期待されます。
エロンゲーションバンドの使用例

セミナーの様子

大林氏のセミナーの様子

今回のビジネスカフェ in 彦根は滋賀大学社会連携研
究センターとの共催により開催し、彦根商工会議所等の
後援も得て、セミナーの周知や募集に努めたところ、彦
根市や長浜市を中心に多くの参加がありました。
参加者の中には、自らも居酒屋を始めたいと考えている
方もおられ、講演終了後の質疑や名刺交換が活発に行わ
れました。

■米原 SOHO ビジネスオフィス

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事業

とも栄菓舗 藤樹街道本店
1、 とも栄菓舗の沿革
とも栄菓舗は 1932 年に創業し、現在の西沢勝治社長
は 3 代目にあたる。勝治氏は、高校卒業後 5 年間、京
都の老舗「鼓月」で修業した。鼓月は大きな製菓メー
カーだったので、携われる箇所は限られていたが、餡
炊きの基礎はじっくりと学んだ。その後、とも栄に戻
った勝治氏は、修行で温めた和菓子の感性を活かして、
商品ラインアップを増やしていった。
その後の 10 年間で、安曇川では、様々な業態の大型
店が増え、電車や車で京都に容易に行けるようになり、
小規模店舗には非常に厳しい状態となった。
「このまま
ではじり貧になる、地元のお客さんから愛され繁盛す
る店になりたい」
、という強い思いから 1997 年に藤樹
街道に本店を移転した。商店街時代には無かった広い
駐車場を備え、ゆったりとした売り場。自家用から贈
答品まで、西近江に因んだ四季折々の和洋菓子を製造
販売し、現在は和菓子の輸出にも力を入れている。

2、とも栄菓舗の経営理念
「とも栄」という名には、
「地域とともに歩み、とも
に栄える」という意味がある。経営者の思いと、あり
たい姿を名前に込めた。大切にしている経営理念は 3
つある。
① 地域から愛される存在であること
② 商品や接客の中に、お客様に対する思いが込めら
れていること
③ お客様に喜んでもらった結果として、収益が上が
り、会社が存続し続けること
3、全国菓子大博覧会工芸菓子の部で最優秀賞を受賞
勝治社長は、和菓子業界の名匠中の名匠といわれた
故・長尾氏(当時鼓月専務)の孫弟子にあたる。師の卓
越した技術・感性に心酔し、高度な和菓子技法を要す
る『工芸菓子』に精励した。
2008 年全国菓子博覧会において最高位を受賞、
2009 年「おうみの名工」に続き、2014 年「現代の名
工」に選ばれ、後進の育成や、日本の和菓子文化の国
内外への発信に努めている。本店と地元道の駅では作
品を常設しており、来店者の目を楽しませている。
3、今回開発中のアドベリーを活用した土産菓子
アドベリーは、道の駅「藤樹の里あどがわ」の目玉
商品を作るために、日本で初めて栽培に成功し、とも
栄菓舗に商品開発が委ねられた。アドベリーを使った
商品は数品目あるが、半生菓子が中心で日持ちがしな
い。そこで、アドベリーの良さを活かした日持ちのす
る商品に仕上げ、滋賀を代表する土産菓子とすべく、
2017 年から開発を開始した。現在、2 品目は仕上がっ
ており、2018 年には更に 2 品目を追加する計画だ。
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〒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

◎ 2 月の創業支援関係セミナー
・アントレプレナー養成講座 2/2 2/9 2/16
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！

代表取締役 西沢勝治氏、専務取締役 西沢恵利氏

とも栄菓舗の店内（和菓子のショーケースと伝統工芸菓子）

住所 〒520-1217 高島市安曇川町西万木 211-1
TEL 0740-32-0842

■ 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：077-511-1412
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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