
ビジネスカフェ

創業オフィス

インキュベーション施設 利用期間 ブース 利用料金 所在地

コラボしが21　創業準備オフィス ６か月 10ブース 5,142円/月　
大津市打出浜2-1　コラボしが21　4階

コラボしが21　創業オフィス ３年
 (但し1年更新) 13室 35,729円/月～

84,725円/月　

草津SOHO　ビジネスオフィス ３年以内 20室 28,900円/月～
51,600円/月　 草津市大路1-1-1　エルティ932　4階

米原SOHO　ビジネスオフィス ３年以内 10室 22,600円/月～
26,500円/月　 米原市下多良2-137　文化産業交流会館　4階

テクノファクトリー ５年以内 12区画 
(工場棟) 204,000円／月　 草津市野路東7-3-46

• ビジネスを相談する相手が
ほしい
• 事業立ち上げのため拠点を
確保したい
•アイデアをビジネスにしたい
• 経営に必要なノウハウを勉強
したい
• ビジネスパートナーを見つけ
たい
•優遇制度を利用したい
•とにかく話を聞いてほしい

• 創業準備オフィス
• インキュベーション・マネ
ジャー（ＩＭ）による個別支援
• ビジネスモデル相談会
　※ 事業構想を整理し実現に
繋げます

• ビジネスプラン発表会
• アントレプレナー養成講座
• 入居者向けミニセミナー
• 大津、草津創業支援計画に
よる優遇
• 読書会
• ランチミーティング

創業準備期 創業・成長期

『滋賀はひとつのインキュベータ』

自立期どのような支援を
受けられますか？

• 創業オフィス
• 草津SOHO／米原SOHO
• テクノファクトリー
• IMによる個別支援
　担当制での伴走支援
• セミナー　約２０回/年
• 3分間プレゼン大会
•補助金申請支援
•展示会
•ビジネスプランコンテスト
•プレスリリース支援
•読書会
• ランチミーティング

• 県内各地の金融機関、支援施設の紹介、セミナー等の情報
を提供します
• 適切な専門家を紹介します
• 専門家派遣制度、商圏マップ、販路開拓、マッチング、国際
ビジネス支援等の滋賀県産業支援プラザ各課と連携

• 商工会議所／商工会などを紹介
• 経営基盤強化／販路開拓／
　マッチング／新事業創出など
　プラザ担当部署への引継ぎ
• 大津、草津市等の家賃補助
• ブログ等で情報提供
• 卒業企業の会運営
• 卒業後も引き続き相談できる
環境を提供します

●コラボしが21インキュベーション
　「創業準備オフィス」と
「創業オフィス」を提供し、
インキュベーション・マネ
ジャー(ＩＭ)による事業計画
作成支援等を通じて起業・
創業を支援します。

●ビジネスカフェあきんどひろば（創業関連セミナー）
　地域の創業者の発掘・育成を
目的に「Free,Frank,Flat with 
Fun（自由で気兼ねなく、対等な
関係でまた来たい）」の精神で、
学び（ビジネスセミナー）と交流
（カフェ）の場の提供を通じて、
創業機運の醸成を図ります。

●テクノファクトリー
　新製品の試作や製造に係る技術の開発・改良を
行う方に賃貸型工場施設を提供し、本格的な事業
展開を支援します。
●SOHOビジネスオフィス
　個人や企業の拠点としてSOHOビジネスオフィ
スを提供し、ＩＭが本格的な事業展開を支援します。

総務課（代）
　 TEL : 077-511-1410
●情報企画課
　 TEL : 077-511-1411
●販路開拓課
　 TEL : 077-511-1413
◆経営相談室
　 TEL : 077-511-1413
●創業支援課
　 TEL : 077-511-1412
●ものづくり支援課
　 TEL : 077-511-1414
◆医工・成長産業振興課
　 TEL : 077-511-1424
●ものづくり経営改善センター
　 TEL : 077-511-1423
●よろず支援拠点
　 TEL : 077-511-1425

◆県中小企業支援センター事業
　・専門家派遣事業
●省エネ診断支援事業
●ＩｏＴイノベーション創出推進事業
●情報化支援事業
　・Ｔ活用セミナー、研究会の開催

◆県中小企業支援センター事業
　・窓口相談事業
●よろず支援拠点事業
◆中小企業金融事業
　・開業資金・政策推進資金の受付等

●経営力強化研究事業
●滋賀ものづくり経営改善センター事業

相談体制の充実

企業人材の育成支援

経営革新支援中小企業の
経営基盤の強化

●ちいさなものづくり企業等成長促進事業
　・受･発注のあっせん
　・販路開拓員による企業訪問･調査
　・ビジネスマッチング会（商談会）の開催
　・企業グループ構築のためのセミナー･交流会の開催
●展示ギャラリーの貸し出し

●下請企業振興事業　
　・受･発注のあっせん
　・専門調査員による企業訪問･調査
●下請かけこみ寺事業

◆中小企業知的財産活動支援事業

販路開拓支援

下請企業の振興

外国特許出願支援

販路開拓および
マッチングの強化

●コラボしが21インキュベーション支援事業
　・創業準備オフィス
　・創業オフィス
●テクノファクトリー事業
●草津ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●米原ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業

●ＩＭ(インキュベーション･マネジャー)ネットワーク推進事業　
●ビジネスカフェ「あきんどひろば」
●地域需要創造型起業・創業促進事業

●しが新事業応援ファンド支援事業　

創業支援施設の運営

創業機運の醸成

地域資源の活用促進

起業・創業および
新たな事業活動の支援

●工業技術振興事業
　・「しが新産業創造ネットワーク」の啓発普及事業
●産学官連携コーディネート拠点運営事業
　・「産学官連携コーディネータ」による支援
　・開発成果および研究成果のＰＲ強化
●戦略的基盤技術高度化支援事業

◆医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業
　・医工連携ネットワークの形成
　・産学官連携プロジェクト構築支援および情報発信

◆●「しが新産業創造ネットワーク」
　「しが医工連携ものづくりネットワーク」等
　ネットワークの活用による成長産業分野の育成・振興
◆地域未来投資支援コーディネート事業

新技術の研究開発支援

医工連携によるものづくり支援

成長が期待される分野の育成

産学官金連携による
新事業創出の促進

●情報収集・発信事業
　・ホームページの充実
　・企業支援ガイドブックの発行
　・情報誌「うちでのこづち」、メールマガジンの発行
　・情報資料コーナーの運営

●プラザfacebookの活用
●「ミラサポ」の活用

タイムリーな情報の収集・提供

双方向コミュニケーションの強化

情報発信の充実
および強化

多
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平成30年度　滋賀県産業支援プラザ　事業体系

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
〒520‒0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21〈2階〉
TEL.077-511-1410（代表） ／ FAX.077-511-1418（共通）
【E-mail】info@shigaplaza.or.jp　【URL】http://www.shigaplaza.or.jp/

■ JR琵琶湖線（東海道線）「大津」駅より徒歩約20分、バス約7分、「膳所」駅より
徒歩約15分
■京阪電鉄「石場」駅より徒歩約3分（JR膳所駅、JR石山駅乗り換え）

平成30年5月発行
※掲載内容は変更される場合もありますので、実際の利用にあたっては各課にお問い合わせください。

創業支援 起業・創業をめざす方をバックアップ

創業支援の流れ

創業支援課　TEL：077-511-1412

創業支援施設の運営

入
居

入
居

必要に応じて
随時案内

卒
業

びわ湖浜大津

業務案内

起業・創業を
支援します

企業の情報化を
支援します

産学官金連携により
ものづくりを
支援します

企業の人材育成を
支援します

販路の開拓や
マッチングを
支援します

企業の経営革新を
支援します

平成30年度版

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています



モノづくりセミナー

特許相談

インストラクター養成スクール 工場見学

マッチングフォーラム

IT活用事例集 情報資料コーナー

医療機器開発セミナー

ビジネスマッチング（商談会）

滋賀県 滋賀ものづくり経営改善センター事業
ものづくり経営改善センター　TEL：077-511-1423

　県内企業の経営基盤強化・安定を図るために、企業
の中にものづくり技術を習得し活用できる人材を育成
します。
●ものづくり経営改善インストラクター養成スクール
　対象： 県内企業製造部門責任者・受講料25万円（税抜）

企業退職者等・受講料  10万円（税抜）
●インストラクター派遣事業
　対象：県内中小企業等、企業負担金：10万円（税抜）
●各種講演会、出前セミナー、改善技術交流会等の開催

情報化支援事業
情報企画課　TEL：077-511-1411

　中小企業の経営力や競
争力の強化を図るため、経
営課題に係る情報化をテー
マにIT活用セミナーを開催
します。また、IoT等をはじ
め、情報化に関する話題を
積極的に提供し、企業の情
報化を促進します。

情報資料コーナーの運営
情報企画課　TEL：077-511-1411

　コラボしが２１の１階に「情報資料コーナー」を設置
し、ビジネスや経営に関する書籍や資料、人材教育用
のビデオ・DVDを揃
え、貸し出しを行っ
ています。また、自
社の商品、サービス
を展示できる展示
ギャラリーも設置し
ています。

販路開拓課　TEL：077-511-1413

企業経営者等の研究会

　中小企業の経営者等が、経営戦略や技術の向上に
優れた企業を訪問するなど現場主体の実践的な研究
会を開催し、自らの経営基盤の強化・拡充につなげて
います。

経営革新支援 中小企業の経営基盤の強化 産学官金連携支援 研究開発プロジェクトの構築から事業化へ

情報化支援 中小企業の情報化を促進

人材育成支援 実践的な学びの場を提供

販路開拓支援 販路開拓のノウハウを提供

コーディネーター氏名 アドバイス内容 コーディネーターからの一言

井上　則男CCO 事業戦略、資金計画、人材育成、起業・創業 ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

西山　彰子CO 起業・創業、生産管理、販売管理 これから起業・創業を考えておられる方は気軽に
お越しください。

池渕　ゆかりCO 経営改善、人事・労務、事業計画作成、
商品コンセプトのブラッシュアップ コストをかけない業務改善支援を行います。

中村　嘉造CO 財務（税務）、起業・創業 中小企業者、小規模事業者の悩み解決をお手伝い
します。どうぞお気軽に。

住田　崇CO マーケティング戦略、WEB制作支援、
インバウンド各種支援

インバウンド市場のインパクトを滋賀の地域経済
活性化へつなげたいと強く思っております。

片桐　かほりCO 商品陳列コーディネート、
店舗改善（改装、デザイン、配置等）、ビジネスメール 無駄にお金をかけない販売促進アドバイスしています。

松尾　裕司 CO ブランディング、販路開拓、販売促進、新商品開発 企業や商品の価値を見つけて、プレスリリース等の手法
を使って売上げを上げる、お手伝いをしています。

山本　治広 CO 経営改善計画策定、起業・創業、事業承継 経営を見直したい方は是非ご相談下さい。

友成　眞一 CO 海外ビジネス（輸出入）の進め方、貿易実務全般、
貿易書類の書き方

海外との取引でお悩み事あれば何でも相談してみて
下さい。（専用問い合せ電話番号　077-521-6638）

販路開拓・マッチング支援 販路開拓課　TEL：077-511-1413

　製造業を対象に、仕事を「受注したい」企業と
「発注したい」企業を登録し、企業相互の取引
のあっせんを行います。また、発注希望企業と受
注希望企業が一堂に会し、新規取引先の拡大を
目指したビジネスマッチング（商談会）を開催す
るとともに、販路開拓支援員等による県内外の
受発注機会の拡大に取り組んでいます。

医療・健康など成長が
期待される分野のものづくり支援
医工・成長産業振興課　TEL：077-511-1424

　産学官金連携による医療・健康分野の産業振興を目
指した「しが医工連携ものづくりネットワーク」を核と
して、研究開発プロジェクトの創出とその事業化を支
援します。
　さらには「医療・健康」分野を含む「成長ものづくり」
「第４次産業革命関連」等の分野における研究開発プ
ロジェクトのコーディネート支援を行います。
●ネットワーク会議の開催
●コーディネータによるプロジェクトの構築支援
●医療機器開発セミナーの開催
●競争的資金の獲得支援　など

下請かけこみ寺
販路開拓課　TEL：077-511-1413

　業種を問わず、中小企業からの「取引に関する紛争相
談」に専門のスタッフが親身に助言します。また、必要に
応じて弁護士に無料で相談を行うことができます。

外国特許出願支援

　企業の知的財産を戦略的に
活用していくために、外国へ
の特許などの出願に対して支
援します。

経営相談室　TEL：077-511-1413

新技術の研究開発支援

　新技術の研究開発に積極的な企業で構成する「しが
新産業創造ネットワーク」を核として、新産業・新事業
創出を目指す企業の発掘を行い、産学官金連携による
研究開発プロジェクトの構築や製品開発、事業化まで
を連続的に支援します。
●マッチングフォーラムの開催
●コーディネータによるプロジェクトの構築支援
●公的資金制度説明会や座談会の開催
●大学や公設試験研究機関との連携
●全国的な展示会への出展支援
●競争的資金の獲得支援（サポイン事業）など

ものづくり支援課　TEL：077-511-1414

窓口相談
経営相談室　TEL：077-511-1413

　豊富な実務経験を有する担当者が中小企業の経営
課題や事業計画の相談に応じ、経営全般や技術など専
門的な立場から指導・助言します。より専門的な経営
課題に対しては、プラザに登録する専門家が適切に助
言します。また、ホームページ上からも創業や経営に
関する相談ができます。（相談無料）
http://www.shigaplaza.or.jp/mdg/

省エネ診断
販路開拓課　TEL：077-511-1413

　企業の省エネを進めるため、エネルギー利用状況の
見直しや設備機器の改良・更新、電力管理、デマンド管
理などについて専門家が訪問診断を行い、改善を提案
します。
●対象　 ①前年度のエネルギー使用量（原油換算）が1500㎘

　未満の事業者であること 
②診断後、経営合理化を目指す県内事業者であること

●費用　無料　　●診断回数　5回/1社

商圏マップ（商圏分析システム）
経営相談室　TEL：077-511-1413 経営相談室　TEL：077-511-1413

　新規出店や販売戦略検
討のため、既存店との競争
環境の把握などに役立つ
商圏情報の提供を行ってい
ます。出店の際に必要な統
計データや競合店情報を
地図上に表示することで、
戦略立案が容易になりま
す。（無料）

　専門家派遣

　中小企業が抱えている経営・技術等の諸問題に対し
て、経営、販売、労務、技術、特許などの幅広い分野の
民間専門家（約400人登録）が現場に出向き、アドバイ
スします。最大10回にわたっての派遣が可能です。

1回あたりの費用負担 (3分の2をプラザが負担)

相談時間の目安 総　　額 うち、相談依頼人
のご負担金額

２時間程度 ２７，０００円 ９，０００円
４時間程度 ３６，０００円 １２，０００円

　チーフコーディネーターを中心とする専門スタッフが中小企業者・小規模事業者からの相談を受け付け、伴走型支援
を行います。（相談無料） 平成30年4月1日現在

よろず支援拠点　TEL：077-511-1425滋賀県よろず支援拠点



モノづくりセミナー

特許相談

インストラクター養成スクール 工場見学

マッチングフォーラム

IT活用事例集 情報資料コーナー

医療機器開発セミナー

ビジネスマッチング（商談会）

滋賀県 滋賀ものづくり経営改善センター事業
ものづくり経営改善センター　TEL：077-511-1423

　県内企業の経営基盤強化・安定を図るために、企業
の中にものづくり技術を習得し活用できる人材を育成
します。
●ものづくり経営改善インストラクター養成スクール
　対象： 県内企業製造部門責任者・受講料25万円（税抜）

企業退職者等・受講料  10万円（税抜）
●インストラクター派遣事業
　対象：県内中小企業等、企業負担金：10万円（税抜）
●各種講演会、出前セミナー、改善技術交流会等の開催

情報化支援事業
情報企画課　TEL：077-511-1411

　中小企業の経営力や競
争力の強化を図るため、経
営課題に係る情報化をテー
マにIT活用セミナーを開催
します。また、IoT等をはじ
め、情報化に関する話題を
積極的に提供し、企業の情
報化を促進します。

情報資料コーナーの運営
情報企画課　TEL：077-511-1411

　コラボしが２１の１階に「情報資料コーナー」を設置
し、ビジネスや経営に関する書籍や資料、人材教育用
のビデオ・DVDを揃
え、貸し出しを行っ
ています。また、自
社の商品、サービス
を展示できる展示
ギャラリーも設置し
ています。

販路開拓課　TEL：077-511-1413

企業経営者等の研究会

　中小企業の経営者等が、経営戦略や技術の向上に
優れた企業を訪問するなど現場主体の実践的な研究
会を開催し、自らの経営基盤の強化・拡充につなげて
います。

経営革新支援 中小企業の経営基盤の強化 産学官金連携支援 研究開発プロジェクトの構築から事業化へ

情報化支援 中小企業の情報化を促進

人材育成支援 実践的な学びの場を提供

販路開拓支援 販路開拓のノウハウを提供

コーディネーター氏名 アドバイス内容 コーディネーターからの一言

井上　則男CCO 事業戦略、資金計画、人材育成、起業・創業 ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

西山　彰子CO 起業・創業、生産管理、販売管理 これから起業・創業を考えておられる方は気軽に
お越しください。

池渕　ゆかりCO 経営改善、人事・労務、事業計画作成、
商品コンセプトのブラッシュアップ コストをかけない業務改善支援を行います。

中村　嘉造CO 財務（税務）、起業・創業 中小企業者、小規模事業者の悩み解決をお手伝い
します。どうぞお気軽に。

住田　崇CO マーケティング戦略、WEB制作支援、
インバウンド各種支援

インバウンド市場のインパクトを滋賀の地域経済
活性化へつなげたいと強く思っております。

片桐　かほりCO 商品陳列コーディネート、
店舗改善（改装、デザイン、配置等）、ビジネスメール 無駄にお金をかけない販売促進アドバイスしています。

松尾　裕司 CO ブランディング、販路開拓、販売促進、新商品開発 企業や商品の価値を見つけて、プレスリリース等の手法
を使って売上げを上げる、お手伝いをしています。

山本　治広 CO 経営改善計画策定、起業・創業、事業承継 経営を見直したい方は是非ご相談下さい。

友成　眞一 CO 海外ビジネス（輸出入）の進め方、貿易実務全般、
貿易書類の書き方

海外との取引でお悩み事あれば何でも相談してみて
下さい。（専用問い合せ電話番号　077-521-6638）

販路開拓・マッチング支援 販路開拓課　TEL：077-511-1413

　製造業を対象に、仕事を「受注したい」企業と
「発注したい」企業を登録し、企業相互の取引
のあっせんを行います。また、発注希望企業と受
注希望企業が一堂に会し、新規取引先の拡大を
目指したビジネスマッチング（商談会）を開催す
るとともに、販路開拓支援員等による県内外の
受発注機会の拡大に取り組んでいます。

医療・健康など成長が
期待される分野のものづくり支援
医工・成長産業振興課　TEL：077-511-1424

　産学官金連携による医療・健康分野の産業振興を目
指した「しが医工連携ものづくりネットワーク」を核と
して、研究開発プロジェクトの創出とその事業化を支
援します。
　さらには「医療・健康」分野を含む「成長ものづくり」
「第４次産業革命関連」等の分野における研究開発プ
ロジェクトのコーディネート支援を行います。
●ネットワーク会議の開催
●コーディネータによるプロジェクトの構築支援
●医療機器開発セミナーの開催
●競争的資金の獲得支援　など

下請かけこみ寺
販路開拓課　TEL：077-511-1413

　業種を問わず、中小企業からの「取引に関する紛争相
談」に専門のスタッフが親身に助言します。また、必要に
応じて弁護士に無料で相談を行うことができます。

外国特許出願支援

　企業の知的財産を戦略的に
活用していくために、外国へ
の特許などの出願に対して支
援します。

経営相談室　TEL：077-511-1413

新技術の研究開発支援

　新技術の研究開発に積極的な企業で構成する「しが
新産業創造ネットワーク」を核として、新産業・新事業
創出を目指す企業の発掘を行い、産学官金連携による
研究開発プロジェクトの構築や製品開発、事業化まで
を連続的に支援します。
●マッチングフォーラムの開催
●コーディネータによるプロジェクトの構築支援
●公的資金制度説明会や座談会の開催
●大学や公設試験研究機関との連携
●全国的な展示会への出展支援
●競争的資金の獲得支援（サポイン事業）など

ものづくり支援課　TEL：077-511-1414

窓口相談
経営相談室　TEL：077-511-1413

　豊富な実務経験を有する担当者が中小企業の経営
課題や事業計画の相談に応じ、経営全般や技術など専
門的な立場から指導・助言します。より専門的な経営
課題に対しては、プラザに登録する専門家が適切に助
言します。また、ホームページ上からも創業や経営に
関する相談ができます。（相談無料）
http://www.shigaplaza.or.jp/mdg/

省エネ診断
販路開拓課　TEL：077-511-1413

　企業の省エネを進めるため、エネルギー利用状況の
見直しや設備機器の改良・更新、電力管理、デマンド管
理などについて専門家が訪問診断を行い、改善を提案
します。
●対象　 ①前年度のエネルギー使用量（原油換算）が1500㎘

　未満の事業者であること 
②診断後、経営合理化を目指す県内事業者であること

●費用　無料　　●診断回数　5回/1社

商圏マップ（商圏分析システム）
経営相談室　TEL：077-511-1413 経営相談室　TEL：077-511-1413

　新規出店や販売戦略検
討のため、既存店との競争
環境の把握などに役立つ
商圏情報の提供を行ってい
ます。出店の際に必要な統
計データや競合店情報を
地図上に表示することで、
戦略立案が容易になりま
す。（無料）

　専門家派遣

　中小企業が抱えている経営・技術等の諸問題に対し
て、経営、販売、労務、技術、特許などの幅広い分野の
民間専門家（約400人登録）が現場に出向き、アドバイ
スします。最大10回にわたっての派遣が可能です。

1回あたりの費用負担 (3分の2をプラザが負担)

相談時間の目安 総　　額 うち、相談依頼人
のご負担金額

２時間程度 ２７，０００円 ９，０００円
４時間程度 ３６，０００円 １２，０００円

　チーフコーディネーターを中心とする専門スタッフが中小企業者・小規模事業者からの相談を受け付け、伴走型支援
を行います。（相談無料） 平成30年4月1日現在

よろず支援拠点　TEL：077-511-1425滋賀県よろず支援拠点



モノづくりセミナー

特許相談

インストラクター養成スクール 工場見学

マッチングフォーラム

IT活用事例集 情報資料コーナー

医療機器開発セミナー

ビジネスマッチング（商談会）

滋賀県 滋賀ものづくり経営改善センター事業
ものづくり経営改善センター　TEL：077-511-1423

　県内企業の経営基盤強化・安定を図るために、企業
の中にものづくり技術を習得し活用できる人材を育成
します。
●ものづくり経営改善インストラクター養成スクール
　対象： 県内企業製造部門責任者・受講料25万円（税抜）

企業退職者等・受講料  10万円（税抜）
●インストラクター派遣事業
　対象：県内中小企業等、企業負担金：10万円（税抜）
●各種講演会、出前セミナー、改善技術交流会等の開催

情報化支援事業
情報企画課　TEL：077-511-1411

　中小企業の経営力や競
争力の強化を図るため、経
営課題に係る情報化をテー
マにIT活用セミナーを開催
します。また、IoT等をはじ
め、情報化に関する話題を
積極的に提供し、企業の情
報化を促進します。

情報資料コーナーの運営
情報企画課　TEL：077-511-1411

　コラボしが２１の１階に「情報資料コーナー」を設置
し、ビジネスや経営に関する書籍や資料、人材教育用
のビデオ・DVDを揃
え、貸し出しを行っ
ています。また、自
社の商品、サービス
を展示できる展示
ギャラリーも設置し
ています。

販路開拓課　TEL：077-511-1413

企業経営者等の研究会

　中小企業の経営者等が、経営戦略や技術の向上に
優れた企業を訪問するなど現場主体の実践的な研究
会を開催し、自らの経営基盤の強化・拡充につなげて
います。

経営革新支援 中小企業の経営基盤の強化 産学官金連携支援 研究開発プロジェクトの構築から事業化へ

情報化支援 中小企業の情報化を促進

人材育成支援 実践的な学びの場を提供

販路開拓支援 販路開拓のノウハウを提供

コーディネーター氏名 アドバイス内容 コーディネーターからの一言

井上　則男CCO 事業戦略、資金計画、人材育成、起業・創業 ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

西山　彰子CO 起業・創業、生産管理、販売管理 これから起業・創業を考えておられる方は気軽に
お越しください。

池渕　ゆかりCO 経営改善、人事・労務、事業計画作成、
商品コンセプトのブラッシュアップ コストをかけない業務改善支援を行います。

中村　嘉造CO 財務（税務）、起業・創業 中小企業者、小規模事業者の悩み解決をお手伝い
します。どうぞお気軽に。

住田　崇CO マーケティング戦略、WEB制作支援、
インバウンド各種支援

インバウンド市場のインパクトを滋賀の地域経済
活性化へつなげたいと強く思っております。

片桐　かほりCO 商品陳列コーディネート、
店舗改善（改装、デザイン、配置等）、ビジネスメール 無駄にお金をかけない販売促進アドバイスしています。

松尾　裕司 CO ブランディング、販路開拓、販売促進、新商品開発 企業や商品の価値を見つけて、プレスリリース等の手法
を使って売上げを上げる、お手伝いをしています。

山本　治広 CO 経営改善計画策定、起業・創業、事業承継 経営を見直したい方は是非ご相談下さい。

友成　眞一 CO 海外ビジネス（輸出入）の進め方、貿易実務全般、
貿易書類の書き方

海外との取引でお悩み事あれば何でも相談してみて
下さい。（専用問い合せ電話番号　077-521-6638）

販路開拓・マッチング支援 販路開拓課　TEL：077-511-1413

　製造業を対象に、仕事を「受注したい」企業と
「発注したい」企業を登録し、企業相互の取引
のあっせんを行います。また、発注希望企業と受
注希望企業が一堂に会し、新規取引先の拡大を
目指したビジネスマッチング（商談会）を開催す
るとともに、販路開拓支援員等による県内外の
受発注機会の拡大に取り組んでいます。

医療・健康など成長が
期待される分野のものづくり支援
医工・成長産業振興課　TEL：077-511-1424

　産学官金連携による医療・健康分野の産業振興を目
指した「しが医工連携ものづくりネットワーク」を核と
して、研究開発プロジェクトの創出とその事業化を支
援します。
　さらには「医療・健康」分野を含む「成長ものづくり」
「第４次産業革命関連」等の分野における研究開発プ
ロジェクトのコーディネート支援を行います。
●ネットワーク会議の開催
●コーディネータによるプロジェクトの構築支援
●医療機器開発セミナーの開催
●競争的資金の獲得支援　など

下請かけこみ寺
販路開拓課　TEL：077-511-1413

　業種を問わず、中小企業からの「取引に関する紛争相
談」に専門のスタッフが親身に助言します。また、必要に
応じて弁護士に無料で相談を行うことができます。

外国特許出願支援

　企業の知的財産を戦略的に
活用していくために、外国へ
の特許などの出願に対して支
援します。

経営相談室　TEL：077-511-1413

新技術の研究開発支援

　新技術の研究開発に積極的な企業で構成する「しが
新産業創造ネットワーク」を核として、新産業・新事業
創出を目指す企業の発掘を行い、産学官金連携による
研究開発プロジェクトの構築や製品開発、事業化まで
を連続的に支援します。
●マッチングフォーラムの開催
●コーディネータによるプロジェクトの構築支援
●公的資金制度説明会や座談会の開催
●大学や公設試験研究機関との連携
●全国的な展示会への出展支援
●競争的資金の獲得支援（サポイン事業）など

ものづくり支援課　TEL：077-511-1414

窓口相談
経営相談室　TEL：077-511-1413

　豊富な実務経験を有する担当者が中小企業の経営
課題や事業計画の相談に応じ、経営全般や技術など専
門的な立場から指導・助言します。より専門的な経営
課題に対しては、プラザに登録する専門家が適切に助
言します。また、ホームページ上からも創業や経営に
関する相談ができます。（相談無料）
http://www.shigaplaza.or.jp/mdg/

省エネ診断
販路開拓課　TEL：077-511-1413

　企業の省エネを進めるため、エネルギー利用状況の
見直しや設備機器の改良・更新、電力管理、デマンド管
理などについて専門家が訪問診断を行い、改善を提案
します。
●対象　 ①前年度のエネルギー使用量（原油換算）が1500㎘

　未満の事業者であること 
②診断後、経営合理化を目指す県内事業者であること

●費用　無料　　●診断回数　5回/1社

商圏マップ（商圏分析システム）
経営相談室　TEL：077-511-1413 経営相談室　TEL：077-511-1413

　新規出店や販売戦略検
討のため、既存店との競争
環境の把握などに役立つ
商圏情報の提供を行ってい
ます。出店の際に必要な統
計データや競合店情報を
地図上に表示することで、
戦略立案が容易になりま
す。（無料）

　専門家派遣

　中小企業が抱えている経営・技術等の諸問題に対し
て、経営、販売、労務、技術、特許などの幅広い分野の
民間専門家（約400人登録）が現場に出向き、アドバイ
スします。最大10回にわたっての派遣が可能です。

1回あたりの費用負担 (3分の2をプラザが負担)

相談時間の目安 総　　額 うち、相談依頼人
のご負担金額

２時間程度 ２７，０００円 ９，０００円
４時間程度 ３６，０００円 １２，０００円

　チーフコーディネーターを中心とする専門スタッフが中小企業者・小規模事業者からの相談を受け付け、伴走型支援
を行います。（相談無料） 平成30年4月1日現在

よろず支援拠点　TEL：077-511-1425滋賀県よろず支援拠点



ビジネスカフェ

創業オフィス

インキュベーション施設 利用期間 ブース 利用料金 所在地

コラボしが21　創業準備オフィス ６か月 10ブース 5,142円/月　
大津市打出浜2-1　コラボしが21　4階

コラボしが21　創業オフィス ３年
 (但し1年更新) 13室 35,729円/月～

84,725円/月　

草津SOHO　ビジネスオフィス ３年以内 20室 28,900円/月～
51,600円/月　 草津市大路1-1-1　エルティ932　4階

米原SOHO　ビジネスオフィス ３年以内 10室 22,600円/月～
26,500円/月　 米原市下多良2-137　文化産業交流会館　4階

テクノファクトリー ５年以内 12区画 
(工場棟) 204,000円／月　 草津市野路東7-3-46

• ビジネスを相談する相手が
ほしい
• 事業立ち上げのため拠点を
確保したい
•アイデアをビジネスにしたい
• 経営に必要なノウハウを勉強
したい
• ビジネスパートナーを見つけ
たい
•優遇制度を利用したい
•とにかく話を聞いてほしい

• 創業準備オフィス
• インキュベーション・マネ
ジャー（ＩＭ）による個別支援
• ビジネスモデル相談会
　※ 事業構想を整理し実現に
繋げます

• ビジネスプラン発表会
• アントレプレナー養成講座
• 入居者向けミニセミナー
• 大津、草津創業支援計画に
よる優遇
• 読書会
• ランチミーティング

創業準備期 創業・成長期

『滋賀はひとつのインキュベータ』

自立期どのような支援を
受けられますか？

• 創業オフィス
• 草津SOHO／米原SOHO
• テクノファクトリー
• IMによる個別支援
　担当制での伴走支援
• セミナー　約２０回/年
• 3分間プレゼン大会
•補助金申請支援
•展示会
•ビジネスプランコンテスト
•プレスリリース支援
•読書会
• ランチミーティング

• 県内各地の金融機関、支援施設の紹介、セミナー等の情報
を提供します
• 適切な専門家を紹介します
• 専門家派遣制度、商圏マップ、販路開拓、マッチング、国際
ビジネス支援等の滋賀県産業支援プラザ各課と連携

• 商工会議所／商工会などを紹介
• 経営基盤強化／販路開拓／
　マッチング／新事業創出など
　プラザ担当部署への引継ぎ
• 大津、草津市等の家賃補助
• ブログ等で情報提供
• 卒業企業の会運営
• 卒業後も引き続き相談できる
環境を提供します

●コラボしが21インキュベーション
　「創業準備オフィス」と
「創業オフィス」を提供し、
インキュベーション・マネ
ジャー(ＩＭ)による事業計画
作成支援等を通じて起業・
創業を支援します。

●ビジネスカフェあきんどひろば（創業関連セミナー）
　地域の創業者の発掘・育成を
目的に「Free,Frank,Flat with 
Fun（自由で気兼ねなく、対等な
関係でまた来たい）」の精神で、
学び（ビジネスセミナー）と交流
（カフェ）の場の提供を通じて、
創業機運の醸成を図ります。

●テクノファクトリー
　新製品の試作や製造に係る技術の開発・改良を
行う方に賃貸型工場施設を提供し、本格的な事業
展開を支援します。
●SOHOビジネスオフィス
　個人や企業の拠点としてSOHOビジネスオフィ
スを提供し、ＩＭが本格的な事業展開を支援します。

総務課（代）
　 TEL : 077-511-1410
●情報企画課
　 TEL : 077-511-1411
●販路開拓課
　 TEL : 077-511-1413
◆経営相談室
　 TEL : 077-511-1413
●創業支援課
　 TEL : 077-511-1412
●ものづくり支援課
　 TEL : 077-511-1414
◆医工・成長産業振興課
　 TEL : 077-511-1424
●ものづくり経営改善センター
　 TEL : 077-511-1423
●よろず支援拠点
　 TEL : 077-511-1425

◆県中小企業支援センター事業
　・専門家派遣事業
●省エネ診断支援事業
●ＩｏＴイノベーション創出推進事業
●情報化支援事業
　・Ｔ活用セミナー、研究会の開催

◆県中小企業支援センター事業
　・窓口相談事業
●よろず支援拠点事業
◆中小企業金融事業
　・開業資金・政策推進資金の受付等

●経営力強化研究事業
●滋賀ものづくり経営改善センター事業

相談体制の充実

企業人材の育成支援

経営革新支援中小企業の
経営基盤の強化

●ちいさなものづくり企業等成長促進事業
　・受･発注のあっせん
　・販路開拓員による企業訪問･調査
　・ビジネスマッチング会（商談会）の開催
　・企業グループ構築のためのセミナー･交流会の開催
●展示ギャラリーの貸し出し

●下請企業振興事業　
　・受･発注のあっせん
　・専門調査員による企業訪問･調査
●下請かけこみ寺事業

◆中小企業知的財産活動支援事業

販路開拓支援

下請企業の振興

外国特許出願支援

販路開拓および
マッチングの強化

●コラボしが21インキュベーション支援事業
　・創業準備オフィス
　・創業オフィス
●テクノファクトリー事業
●草津ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●米原ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業

●ＩＭ(インキュベーション･マネジャー)ネットワーク推進事業　
●ビジネスカフェ「あきんどひろば」
●地域需要創造型起業・創業促進事業

●しが新事業応援ファンド支援事業　

創業支援施設の運営

創業機運の醸成

地域資源の活用促進

起業・創業および
新たな事業活動の支援

●工業技術振興事業
　・「しが新産業創造ネットワーク」の啓発普及事業
●産学官連携コーディネート拠点運営事業
　・「産学官連携コーディネータ」による支援
　・開発成果および研究成果のＰＲ強化
●戦略的基盤技術高度化支援事業

◆医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業
　・医工連携ネットワークの形成
　・産学官連携プロジェクト構築支援および情報発信

◆●「しが新産業創造ネットワーク」
　「しが医工連携ものづくりネットワーク」等
　ネットワークの活用による成長産業分野の育成・振興
◆地域未来投資支援コーディネート事業

新技術の研究開発支援

医工連携によるものづくり支援

成長が期待される分野の育成

産学官金連携による
新事業創出の促進

●情報収集・発信事業
　・ホームページの充実
　・企業支援ガイドブックの発行
　・情報誌「うちでのこづち」、メールマガジンの発行
　・情報資料コーナーの運営

●プラザfacebookの活用
●「ミラサポ」の活用

タイムリーな情報の収集・提供

双方向コミュニケーションの強化

情報発信の充実
および強化

多
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な
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・
幅
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・
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平成30年度　滋賀県産業支援プラザ　事業体系

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
〒520‒0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21〈2階〉
TEL.077-511-1410（代表） ／ FAX.077-511-1418（共通）
【E-mail】info@shigaplaza.or.jp　【URL】http://www.shigaplaza.or.jp/

■ JR琵琶湖線（東海道線）「大津」駅より徒歩約20分、バス約7分、「膳所」駅より
徒歩約15分
■京阪電鉄「石場」駅より徒歩約3分（JR膳所駅、JR石山駅乗り換え）

平成30年5月発行
※掲載内容は変更される場合もありますので、実際の利用にあたっては各課にお問い合わせください。

創業支援 起業・創業をめざす方をバックアップ

創業支援の流れ

創業支援課　TEL：077-511-1412

創業支援施設の運営

入
居

入
居

必要に応じて
随時案内

卒
業

びわ湖浜大津

業務案内

起業・創業を
支援します

企業の情報化を
支援します

産学官金連携により
ものづくりを
支援します

企業の人材育成を
支援します

販路の開拓や
マッチングを
支援します

企業の経営革新を
支援します

平成30年度版

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています



ビジネスカフェ

創業オフィス

インキュベーション施設 利用期間 ブース 利用料金 所在地

コラボしが21　創業準備オフィス ６か月 10ブース 5,142円/月　
大津市打出浜2-1　コラボしが21　4階

コラボしが21　創業オフィス ３年
 (但し1年更新) 13室 35,729円/月～

84,725円/月　

草津SOHO　ビジネスオフィス ３年以内 20室 28,900円/月～
51,600円/月　 草津市大路1-1-1　エルティ932　4階

米原SOHO　ビジネスオフィス ３年以内 10室 22,600円/月～
26,500円/月　 米原市下多良2-137　文化産業交流会館　4階

テクノファクトリー ５年以内 12区画 
(工場棟) 204,000円／月　 草津市野路東7-3-46

• ビジネスを相談する相手が
ほしい
• 事業立ち上げのため拠点を
確保したい
•アイデアをビジネスにしたい
• 経営に必要なノウハウを勉強
したい
• ビジネスパートナーを見つけ
たい
•優遇制度を利用したい
•とにかく話を聞いてほしい

• 創業準備オフィス
• インキュベーション・マネ
ジャー（ＩＭ）による個別支援
• ビジネスモデル相談会
　※ 事業構想を整理し実現に
繋げます

• ビジネスプラン発表会
• アントレプレナー養成講座
• 入居者向けミニセミナー
• 大津、草津創業支援計画に
よる優遇
• 読書会
• ランチミーティング

創業準備期 創業・成長期

『滋賀はひとつのインキュベータ』

自立期どのような支援を
受けられますか？

• 創業オフィス
• 草津SOHO／米原SOHO
• テクノファクトリー
• IMによる個別支援
　担当制での伴走支援
• セミナー　約２０回/年
• 3分間プレゼン大会
•補助金申請支援
•展示会
•ビジネスプランコンテスト
•プレスリリース支援
•読書会
• ランチミーティング

• 県内各地の金融機関、支援施設の紹介、セミナー等の情報
を提供します
• 適切な専門家を紹介します
• 専門家派遣制度、商圏マップ、販路開拓、マッチング、国際
ビジネス支援等の滋賀県産業支援プラザ各課と連携

• 商工会議所／商工会などを紹介
• 経営基盤強化／販路開拓／
　マッチング／新事業創出など
　プラザ担当部署への引継ぎ
• 大津、草津市等の家賃補助
• ブログ等で情報提供
• 卒業企業の会運営
• 卒業後も引き続き相談できる
環境を提供します

●コラボしが21インキュベーション
　「創業準備オフィス」と
「創業オフィス」を提供し、
インキュベーション・マネ
ジャー(ＩＭ)による事業計画
作成支援等を通じて起業・
創業を支援します。

●ビジネスカフェあきんどひろば（創業関連セミナー）
　地域の創業者の発掘・育成を
目的に「Free,Frank,Flat with 
Fun（自由で気兼ねなく、対等な
関係でまた来たい）」の精神で、
学び（ビジネスセミナー）と交流
（カフェ）の場の提供を通じて、
創業機運の醸成を図ります。

●テクノファクトリー
　新製品の試作や製造に係る技術の開発・改良を
行う方に賃貸型工場施設を提供し、本格的な事業
展開を支援します。
●SOHOビジネスオフィス
　個人や企業の拠点としてSOHOビジネスオフィ
スを提供し、ＩＭが本格的な事業展開を支援します。

総務課（代）
　 TEL : 077-511-1410
●情報企画課
　 TEL : 077-511-1411
●販路開拓課
　 TEL : 077-511-1413
◆経営相談室
　 TEL : 077-511-1413
●創業支援課
　 TEL : 077-511-1412
●ものづくり支援課
　 TEL : 077-511-1414
◆医工・成長産業振興課
　 TEL : 077-511-1424
●ものづくり経営改善センター
　 TEL : 077-511-1423
●よろず支援拠点
　 TEL : 077-511-1425

◆県中小企業支援センター事業
　・専門家派遣事業
●省エネ診断支援事業
●ＩｏＴイノベーション創出推進事業
●情報化支援事業
　・Ｔ活用セミナー、研究会の開催

◆県中小企業支援センター事業
　・窓口相談事業
●よろず支援拠点事業
◆中小企業金融事業
　・開業資金・政策推進資金の受付等

●経営力強化研究事業
●滋賀ものづくり経営改善センター事業

相談体制の充実

企業人材の育成支援

経営革新支援中小企業の
経営基盤の強化

●ちいさなものづくり企業等成長促進事業
　・受･発注のあっせん
　・販路開拓員による企業訪問･調査
　・ビジネスマッチング会（商談会）の開催
　・企業グループ構築のためのセミナー･交流会の開催
●展示ギャラリーの貸し出し

●下請企業振興事業　
　・受･発注のあっせん
　・専門調査員による企業訪問･調査
●下請かけこみ寺事業

◆中小企業知的財産活動支援事業

販路開拓支援

下請企業の振興

外国特許出願支援

販路開拓および
マッチングの強化

●コラボしが21インキュベーション支援事業
　・創業準備オフィス
　・創業オフィス
●テクノファクトリー事業
●草津ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業
●米原ＳＯＨＯビジネスオフィス支援事業

●ＩＭ(インキュベーション･マネジャー)ネットワーク推進事業　
●ビジネスカフェ「あきんどひろば」
●地域需要創造型起業・創業促進事業

●しが新事業応援ファンド支援事業　

創業支援施設の運営

創業機運の醸成

地域資源の活用促進

起業・創業および
新たな事業活動の支援

●工業技術振興事業
　・「しが新産業創造ネットワーク」の啓発普及事業
●産学官連携コーディネート拠点運営事業
　・「産学官連携コーディネータ」による支援
　・開発成果および研究成果のＰＲ強化
●戦略的基盤技術高度化支援事業

◆医工連携ものづくりプロジェクト創出支援事業
　・医工連携ネットワークの形成
　・産学官連携プロジェクト構築支援および情報発信

◆●「しが新産業創造ネットワーク」
　「しが医工連携ものづくりネットワーク」等
　ネットワークの活用による成長産業分野の育成・振興
◆地域未来投資支援コーディネート事業

新技術の研究開発支援

医工連携によるものづくり支援

成長が期待される分野の育成

産学官金連携による
新事業創出の促進

●情報収集・発信事業
　・ホームページの充実
　・企業支援ガイドブックの発行
　・情報誌「うちでのこづち」、メールマガジンの発行
　・情報資料コーナーの運営

●プラザfacebookの活用
●「ミラサポ」の活用

タイムリーな情報の収集・提供

双方向コミュニケーションの強化

情報発信の充実
および強化
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平成30年度　滋賀県産業支援プラザ　事業体系

公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
〒520‒0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21〈2階〉
TEL.077-511-1410（代表） ／ FAX.077-511-1418（共通）
【E-mail】info@shigaplaza.or.jp　【URL】http://www.shigaplaza.or.jp/

■ JR琵琶湖線（東海道線）「大津」駅より徒歩約20分、バス約7分、「膳所」駅より
徒歩約15分
■京阪電鉄「石場」駅より徒歩約3分（JR膳所駅、JR石山駅乗り換え）

平成30年5月発行
※掲載内容は変更される場合もありますので、実際の利用にあたっては各課にお問い合わせください。

創業支援 起業・創業をめざす方をバックアップ
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平成30年度版

中小企業の発展段階に応じた各種の支援を行っています


