はままつ起業家カフェ インフォメーション

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

浜松市舞阪サテライトオフィスがOPEN！
https://www.hamamatsu-startup.com
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〒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
はままつ 起 業 家カフェ

検索

平成30年6月発行

浜松市では、ベンチャー企業が利用（入居）できる舞阪サテライトオフィスを開設しました！
弁天島駅から徒歩8分と交通アクセスが良く、浜名湖畔に位置し、どの部屋からも「海の湖」浜名湖を臨
むことができます。浜名湖でマリンスポーツを楽しみながら仕事をすることができますので、ワークライ
フバランスを重視した働き方をあなたも実現してみませんか！
【場 所】浜松市西区舞阪町舞阪2701-9 舞阪協働センター4階
※住所利用可・法人登記可
【部 屋】個室オフィスが27㎡～53㎡の6部屋あり
【賃 料】42,400円/月～83,100円/月（税込み、市外企業は入居から5年間は1/2減免）
【期 間】法人は5年以内（市内企業は1年以内）、個人は2年以内
【駐車場】あり（1室につき2台まで）
【問合せ先】浜松市 産業部 産業振興課 TEL：053-457-2825

おうちぱんLeaf

「 特 定 創 業 支 援 事 業 」のご 案 内

はままつ
起業家
カフェ

「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。

例えば

ＶＥＲＤＥ

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

創業支援の総合窓口

※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。

◀

会員募集

登録は
こちらから

メル マ ガ

会員様限定の「浜松市の起業情報」を発信中！

Facebook（フェイスブック）も
ご覧ください。

創業支援に関するお問い 合わせは

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

はままつスタートアップ
創業支援 総合窓口
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猫の手工房

至中田島

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

＆Anqer

https://www.facebook.com/hamamatsu.startup/

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
卸・小売業

自家製酵母と国産小麦の
ベーグル・パン屋

体に優しいパンとベーグル！

薬)の心配がありません。

VOICE

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」。
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1,081件の相談があり、83件の創業に結びつきました。（平成29年4月〜平成30年3月）

<写真の服について＞
浜松産コットンのワンピース
です。
ストライプをバイアス裁ちす
ることによって、しなやかな
ほっそりしたラインになって
います。

生活関連
サービス業

製造業
お洋服と布バッグ
のオーダーメイド

美容室

一枚の布から夢を叶える裁縫職人

高齢者社会に対応した美容室

世の中に沢山の衣類が販売されていますが、自分に合うサイズがな

10年以上の美容師としてのキャリアを生かして、高齢者社会に対応し

い、本当にほしい服に出会えない、などのお悩みを持っている方は案

た美容室を開業しました。当店は、驚きのストレートが実現する「ブラ

外多いのではないでしょうか。

ジリアンケラチントリートメント」取扱いサロンです。

そんな皆様のご希望を叶えるため、お洋服と布バッグのオーダーメイ

店内はバリアフリー設計なので、お年寄りの方や車いすの方、ベビー

ドをさせていただいております。

カーをお持ちの方でも安心してご来店いただけます。

Tシャツからコート、小物やバッグまで幅広く対応し、お一人お一人の

また、年齢や障害、病気や怪我などで美容院へ足を運ぶのが困難な

嗜好やライフスタイルに合わせて型紙から製作します。

お客様には、病院・施設・グループホーム・ご自宅まで、出張美容・訪

採寸、仮縫いを経て仕上がった一着は、正に世界で唯一の服。

問美容サービスを行なっています。老若男女さまざまな浜松の皆様に

サイジングからデザイン、生地のご相談まで丁寧に対応致します。

愛されるサロンをめざして参ります。

【mocomode（モコモード）】

【VERDE (ヴェルデ)】

代表者／清水基子
起業／2017年12月
TEL／090-1783-3989 営業時間／9：00～20：00（不定休）
URL／https://www.mocomode.com/

代表者／上原健太朗
起業／2017年8月
TEL／053-571-1201
住所／浜松市東区半田山2-19-12
営業時間／平日・土曜 9:00～21:00、日曜 9:00～17:00（木曜休み）

自家製の酵母を中心に使用し、長時間かけて発酵させている
自宅一角の小さな工房と販売スペースにて、ベーグルを中心と

ため、もちもちとした食感が特徴です。

したパンを製造・販売しています。

今後は、ベーグルの種類を増やしたり、季節の素材をもっと取

卵アレルギーがある甥にも食べられるパンを作りたいと思い、

り入れて、Leafの特徴を持ったパンをたくさん作っていきたいで

自己流でパンを作り始めたのがきっかけです。

す。

その後、子育てと会社勤めを両立してきましたが、好きなパン作

メニューはベーグルだけで約30種類を用意。「プレーン」（130

りをしたい思いと、子供の様子を感じながら自宅で仕事をしたい

円）、「塩バター」（180円）、「オレンジチョコクリームチーズ」

思いを持ち続けていたことから、会社を退職し開店しました。

（230円）、「ブルーベリー」（180円）、「珈琲胡桃シュガー」（230

パン生地には卵や乳製品、油脂を使用しないため、それらのア

円）など。

浜松のミュージシャンをデザインでサポート

プラスチックや木材の機械部品ＮＣ切削加工

レルギーを持つ方や、カロリーを気にする方にも安心して食べて

ベーグル以外のパンでは、もちもちとした食感で粉の甘さや酵

地元浜松市内CDショップにて長年バイヤーを担当、同時に音楽活動

デスクトップモデリングマシンと３Ｄデータを使用して、プラスチックや

いただけます。

母の風味がある「山型食パン」（一斤＝320円）、「あんバター」

も続けながら独学でグラフィックデザインを学び、広告デザインの立

木材の機械部品ＮＣ切削加工を行っています。

（300円）、「塩パン（全粒粉入り）」（180円）など。

場から音楽と関わっています。

小型機械のため導入価格が安価であり、汎用工作機と比較し加工

音楽活動でも重要な紙媒体の販売促進ツール（名刺・イベントフライ

コストに優位性があります。

ヤー・ポスターなど）に加え、企業向けにも近年の広告手段で最も有

３Ｄデータを使用した加工のため、複雑な形状の加工でも短納期で

効な動画制作も、撮影・編集・BGM制作まで承っています。コストを抑

対応できます。

えた動画PVを検討している企業様にも対応いたします。また、現代の

プラスチック歯車加工では3Ｄデータと汎用エンドミルでの加工のた

主流であるWordpressを使用したHP制作も可能です。

め、特殊モジュール（歯形の大きさ）でも加工可能です。

小麦は全て国産小麦を用いているためポストハーベスト(残留農
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？
起業は全く初めての経験でしたので、何をどのように

サービス業

広告デザイン
の制作

を随時話しながら準備することができ、とても助かりま
した。

プラスチックや
木材の機械部品
ＮＣ切削加工

お気軽にお問合せください。

進めるかわかりませんでしたが、相談員の方に開業
までの順序を教えていただき、不安や迷いのあること

製造業

【おうちぱんLeaf（リーフ）】
代表者／中村洋子
起業／2017年11月
住所／浜松市南区高塚町94 TEL／053-581-7325
Instagram／@ouchipan_leaf
営業時間／水・木・金曜の8時～売り切れ次第終了

【＆Anqer（アンドアンカー）】

【猫の手工房】

代表者／杉山明 起業／2017年8月
URL／https://andanqer.wordpress.com
MAIL／and_anqer@icloud.com

代表者／大森秀也
起業／2017年9月
住所／浜松市北区引佐町金指1580-40
TEL／053-542-2450

