はままつ起業家カフェの相談員のご紹介

日本一の起業家応援都市

浜 松での
起 業を支援する
情報誌

浜松

は まま つスタートアップ

村木 則予（ムラキ ノリヨ）
中小企業診断士、キャリアカウンセラー、ITコーディネータ
株式会社アトリオン 代表取締役
一般社団法人SHIENアカデミー静岡 常務理事
学校法人光産業創成大学院大学 地域連携ファシリテータ など
中小企業を中心にマーケティング、事業計画、IT活用、キャリア開発、補助金
活用など

https://www.hamamatsu-startup.com

はままつ 起 業 家カフェ

素敵なお店を開きたい！

「特定創業支援の証明書」が発行されると、創業時に受けられるさまざまな優遇措置があります。

会社設立時の登録免許税が半額になる！
金融機関の融資利率で優遇を受けられる！ などなど

はままつ起業家カフェとともに

踏み出してみませんか！

◀
登録は
こちらから

Facebook（フェイスブック）も
ご覧ください。
https://www.facebook.com/hamamatsu.startup/

創業支援に関するお問い 合わせは

知識と経験が豊富な
力強い相談員が

遠州病院前

浜松商工会議所会館1階

TEL.053-525-9745
〈受付時間〉月曜〜金曜日 9：00〜19：00 土曜日
（月2回）13：00〜17：00
〒432-8036 浜松市中区東伊場2-7-1 浜松商工会議所会館1階
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はままつ 起 業 家カフェ

第一通り

JR東海
浜松工場

TEL.053-525-9745 FAX.053-525-9746
E-mail:sogyo@hama-cafe.jp
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遠州鉄道

［ はままつスタートアップ 創業支援 総合窓口 ］

https://www.hamamatsu-startup.com

浜松で起業を目指している皆さん。

夢に向かって

※詳細は「はままつ起業家カフェ」
までお問い合わせください。

会員様限定の「浜松市の起業情報」を発信中！

平成29年6月1日発行

開業したい！

「 特 定 創 業 支 援 事 業 」のご 案 内

会員募集

検索

独立したい！

杉本 光生（スギモト ミツオ）
中小企業診断士、品質マネジメントシステム審査員補、
ＡＦＰ（Affiliated Financial Planner）、第二種衛生管理者、調理師
地域信用金庫に３６年、商工会に２年勤務するなかで、中小企業診断士として
中小・零細企業への経営コンサルティングや、創業支援業務に携わる。

メル マ ガ

3

〒432-8036 浜松市中区東伊場2-7-1
浜松商工会議所会館1階
TEL.053-525-9745

荒井 豊（アライ ユタカ）
中小企業診断士、
ミラサポ、静岡県産業振興財団、静岡県商工会連合会、静岡県中小企業再生支
援協議会、浜松地域イノベーション推進機構等の専門家登録。
長年に亘り、自動車関連メーカーで主として総務・経理・人事・海外現地法人
設立支援（インドネシア、ベトナム）等多岐にわたる業務に従事。

例えば

VOL.

浜松商工会議所駐車場をご利用ください。
（ 有料）

【 はままつ起業家カフェとは 】

浜松市、
（ 公財）浜松地域イノベーション推進機構､浜松商工会議所の３支援機関の協同により、浜松商工会議所会館１階に設置するはままつスタートアップの創業支援総合窓口です。

は ま ま つ スタートアップ

先輩起業家のご紹介

思い立ったら相談できる、ワンストップの総合窓口「はままつ起業家カフェ」。

VOICE

具体的に ビジネスプランを考えたい方から、なんとなく「創業したいな」と思っている方まで
幅広くご相談に応じます。お気軽にお越しください。

１年間で延べ１，０２３件の相談があり、７３件の創業に結びつきました。（平成28年4月～平成29年3月）

サービス業

サービス業

飲食業

コンサル型
マスコミPR代理業

医師・薬剤師・看護師・介護福祉士など
医療介護福祉を中心に職業紹介・人材紹介
採用・人事コンサルティング

かき氷
＆カフェ
＆バー

メディアを通して地域の企業の魅力を発信

かき氷を一年中楽しめるお店へ

中小・ベンチャー企業さま向けに、新聞・テレビなどマスコミからの取材

昔からかき氷が大好きで、自分でも手作りシロップを作り、自宅の庭で

を獲得するサービスを提供しています。

友達等にふるまっていたところ、フェイスブック等のSNSを通して、知らな

コンサルからPRの実施、アフターサポートまでトータルで行います。

い方も来ていただけるようになりました。その時にカフェをやってみませ

優れた商品やサービスを持っているのにどう広めたらいいかわからな

んかと声をかけていただいたのが起業のきっかけです。

い、自社の強みがわからない、広告予算がないなど、小さな会社の販

かき氷は氷とシロップにこだわり、シロップはフルーツからの手作りで、

促の悩みをPRマーケティングという手法で解決します。

一年通してその時の季節のかき氷を提供しています。

この地域の企業がもっとメディアに出ることで、地域経済の活性化につ

他にも、ジャーサラダやフレンチプレスで淹れるコーヒー、ビール・ワイン

なげていきたいです。

等のアルコールも楽しめます。
これからも他店とは違うかき氷メニューを考えていきたいと思います。

週休３日正社員の普及を軸に働き方の選択肢を広げます
前職にて介護付き有料老人ホーム施設長を務めていた際、経営

を広げていきます。

者のご理解と前向きなご協力を賜り、週休３日正社員制度を６年

働き方が広がるWEBサイトです。

間運用していました。

◎週休３日.com

高い離職率・質の低下などが社会問題となっている介護現場にお

◎週休３日薬剤師.com

いて、「もう１日働いていいかも」といって、前向きに介護に携わっ

わが社は、日本で唯一の「週休３日」の働き方に特化した人材

ていただいた介護士や看護師の働く姿を見て、週休３日正社員に

紹介、採用・人事コンサルティングの会社として、週休３日正社

可能性を感じ、創業するに至りました。

員制度の導入を軸にした「週休３日ソリューション」で、採用・人

これから人口減少・高齢化が深化する日本における打開の鍵は

事の問題を具体的な手法で解決させていただいております。

週休３日正社員制度だと考え、その普及を軸に、働き方の選択肢

起業家カフェで創業支援を
受けた感想はいかがでしたか？
起業家カフェ相談員に複数回相談でき、力強くサポート
いただけたのは幸いでした。

【株式会社週休3日】

まだまとまりきれていないアイデアの整理をお手伝い

代表者／永井宏明
起業／2016年8月
住所／浜松市中区砂山町175-3
TEL／053-455-3778
URL／http://3kka.co.jp

いただいたり、課題や次のタスクをご指摘いただいたり
と、的確なアドバイスをいただいたからこそ創業にたどり
着けたと思っています。

【エム企画】

【kiki CAFÉ&BAR】

代表者／松原早美 起業／2016年1月
住所／浜松市中区田町223-21 ビオラ田町3Fエニシア
TEL／053-570-2869 URL／https://www.prmarketing-lab.com

代表者／鈴木菊代 起業／2016年7月
住所／浜松市中区早馬町3-1 天池館1F
TEL／053-548-6148
営業時間／火～木11:00～18:00、 金・土11:00～21:30、 日・祝日11:00～17:00、月曜休み

サービス業

サービス業

トリミングサロン

母子支援サロン・
女性のための
優しい整体

愛犬がいつも幸せでいられるように

母子が笑顔でいられるお手伝いを

「現場もお客様の事を考えているお店・自分なりのワンちゃんを大切に

看護師として長年勤めてきましたが、子育てが難しくなってきている社

するお店」を自分ではじめたいと思い独立・開業しました。

会的背景の中、子供たちの発達ケアと、産前・産後から安心して相談

ワンちゃんのトリミングを中心に、カットやペットグッズの販売、譲渡会も

できる場所を作りたいと思い、母子支援サロン「おまめ」を始めました。

行っています。

母子のケアに力を入れた、子連れで来られる整体で、育児相談をしな

“ワンちゃんのために”が第一優先のこだわりです。

がらゆったりとケアを受けることできます。

そのために、他のトリミングサロンさんにはない「サニーレオ」だけの

小規模のサロンで一人一人の発達を見ながらベビーマッサージを行っ

サービスを心がけています。また、小さな事も大切にし、飼い主様へお

ています。

伝えする身近なアドバイザーになることを心がけています。

おまめに来たら仲間がいて、誰かがともに子を抱きしめてくれる、そん

大型のトリミングサロンさんでは難しい、個人店だからこそ出来る自由

な「おまめ」でいたいです。

な発想・柔軟な対応で、1頭1頭の個性を引き出します。
【Sunny Leo （サニーレオ）】

【母子支援サロン おまめ】

代表者／坂田真利江 起業／2015年5月
住所／浜松市東区笠井町229 TEL／0800-200-7320
営業時間／9:00-18:00、水曜休み
URL／https://www.sunnyleo.jp/

代表者／赤堀友紀 起業／2015年5月
住所／浜松市南区新橋町
TEL／053-570-4405 URL／http://omame0509.wixsite.com/omame1

