はままつ起業家カフェの相談員のご紹介

中小企業診断士

日本一の起業家応援都市

http://www.hamamatsu-startup.com

杉本光生さん
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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9月発行

独立したい！開業したい！素敵なお店を開きたい！

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。
得意分野は、飲食業・小売業・サービス業の経営支援。

中小企業診断士

浜 松での
起 業を支援する
情報誌

村木則予さん

企業広報・ウエブ制作会社取締役を経て、浜松地域イノベーション推進機構にて創業支援
コーディネータをつとめたのち、株式会社アトリオン設立。中小企業を対象としたビジネ
スコンサルティング、研修サービスを提供する一方で、学校法人光産業創成大学院大学地
域連携コーディネータ等を務めている。

中小企業診断士

浜松

は まま つ スタートアップ

浜松で起業を目指している皆さん。

はままつ起業家カフェとともに夢に向かって踏み出してみませんか！

荒井豊さん

長年に亘り自動車関連メーカーで、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）など多岐にわたる業務に従事。
現在は中小企業診断士として、小規模事業者・中小企業を対象に、経営改善及び業務改善
支援を中心に活動中。

税理士／中小企業診断士

古田豊さん

市内の商工会で派遣税理士として税務相談を行うなど、地域に密着した活動をしている。
また、税務・財務に精通した専門家としてコンサルティング業務を行っている。
得意分野は、創業支援、経営計画策定支援、事業承継支援。

「 特 定 創 業 支 援 事 業 」のご 案 内
「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

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

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
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はままつ 起 業 家カフェ

はままつスタートアップ
創業支援 総合窓口

JR東海
浜松工場

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

https://www.hamamatsu-startup.com

第一通り

遠州鉄道

［ はままつスタートアップ 創業支援 総合窓口 ］

152

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
みまもり訪問

買い物代行
定期的なお家訪問
でご機嫌伺い。
日々の暮らしの様
子を確認し、生活
のお困りごとの相
談にのります。

ご家族へ様子をレポート

買い物の足に不自
由な方、重い買い
物が困難な方に便
利です。

VOICE

医療福祉業

高齢者の見守りサービス

病院等の付き添い

みまもりサービス
で確認できた事項
をご家族へレポー
トします。当社の
チェック項目に基
づいた報告をさせ
ていただきます。

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）

買い物・病院など
の付き添いをしま
す。一人での外出
が難しい場合でも
付き添います。
道順の不安、道中
の安全に不安を抱
える方、ご家族様
におすすめです。

かゆいところに手がとどく「孫の手サービス」はどんな小さなこともご相談承ります

サービス業

小売業

カーシェアサービス

手作り餃子・弁当
・惣菜の製造販売

プレミアムな感動体験を提供したい

真心込めてつくったお総菜がてんこ盛り

“プレミアムな感動体験を提供する”をコンセプトに、浜松で初めての

手作り餃子をはじめ ボリューム満点のお弁当やおふくろの味の総菜

外国車専門のソーシャルカーシェアサービスを行っています。

など、味自慢のお料理を豊富にご用意しております。

ソーシャルカーシェアとは、個人の車を登録(無料)していただき、その

味はもちろん形にもこだわり、心を込めてひとつひとつ丁寧に手で包

車に乗りたいドライバーをマッチングするサービスです。よく質問され

んでいる「手包み餃子」は、生・冷凍・焼き・揚げと販売しておりますの

る料金は、一般的なレンタカーより安いです。

で、家で調理して家族で食べるもよし、ビールのつまみとしてアツアツ

ドライバーは、プレミアムな車を気軽に乗れて楽しい。

を持って帰るもよしと、その日のスタイルに応じてお選びいただけま

クルマのオーナーは、使わない時間に収入が増えて嬉しい。

す。他にも、定番のジューシーな唐揚げに加え、塩レモン唐揚げなど

クルマの面白さが伝わり、クルマが使われ、街に出かけるのが楽しく

の新しいメニューも続々登場しています。

なりますよ！

地域の台所になれるよう、 美味しい料理を手作りしてまいります。

【ＰＲＥＥＸＳ （プレックス）】

【笑蔵（しくら）】

代表者／山崎靖晃
起業／2017年12月
営業時間／平日9:00～17:00
URL／https://www.preexs.com

代表者／中山実千代
起業／2017年11月
住所／浜松市浜北区横須賀488-1 TEL／053-545-4197
営業時間／10:00～19：00（日曜は17:00まで） 月曜定休日

自分らしく生きる幸せな人生を送りたい・・それは誰しもが願うことで

やってみればなんてことないことも知らないというのは、自分で魔

す。永く人生を歩まれた方々が今直面しているのは、老後の生活の

物を作り上げるものです。そんな経験を経て、絶対私みたいに

安定です。目まぐるしく変わる社会の仕組み、急速に進むIT化の波、

困っている人がいるはずと、私はこの事業を立ち上げました。

老後の資金、老々介護や高齢者独居問題にかかる介護問題・・・人

そうです！「かゆいところに手が届く」孫の手サービスでは高齢者

らしく生きることの難易度すら上がっている状況です。

の方の生活のあらゆる私生活をサポートします。

私が起業したのは、母の独居生活が限界を迎えたことがきっかけで

また付帯事業として、50歳から始めるシニアライフサポートと題し

した。母は90歳を目前にした超高齢者でしたから、私の家に招き入

て、定年が視野に入ってきた50歳という年齢から今後のライフプ

れるにもたくさん問題がありました。そこから介護施設を探したり認

ランニングを親世代の介護問題を含め提案していきます。

手軽に美容・健康を手にしていただきたい

定を取ったり、自宅を処分したりと、非常に目まぐるしくそして不安を

自分らしい生き方は自分らしい最後の迎え方であるとも言えませ

オーナーがベトナム現地で直接、環境・水質・餌等の飼育環境を厳

「カラダ本来の動き」ができるように、下記の３つの柱でカラダを整えて

抱えたまま突き進むしかないという暗闇を全力疾走するような恐怖

んか。その最後の瞬間、なにも思い残すことなく、悔いもなく、全て

選した養殖場と提携を結び、仕入れた良質なすっぽんを原料に開発

いくメンテナンス・レッスンを、湖西市～浜松市内の公共施設等で行っ

がありました。

受け入れられる気持ちを持てることが、自分で納得の行く最期で

した、弊社オリジナルのサプリメントを販売しています。

ています。

日本シェアNo.1すっぽんサプリを遥かに超える「アミノ酸含有量」を売

①呼吸法やヨガ的要素で、凝り固まってしまったカラダを「緩める」

はないかと思うのです。
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？

小売業

サービス業

すっぽん専門商社

カラダを整えていく
メンテナンスレッスン

ココロ軽やかにお出かけできるカラダづくり

りに、日頃気になっている身体の悩みを解決致します！

②ピラティス的要素で、理想な姿勢にカラダを「整える」

住み慣れた土地で、家族や友人にも感謝できる環境づくりを孫の

店舗さんでも取り扱いやすい１食小分けもご用意しております。

③筋トレ的要素で、自分の足でしっかり立ち生活するためにカラダを

手サービスでは支援しています。

・「太陽のすっぽん」１ヶ月分

「鍛える」

・「レバーバリア」小分け１食分

グループレッスン、プライベートレッスン、出張レッスンも行っています。

代理店も絶賛募集！！ お気軽にご連絡ください。

カラダと対話しながら、カラダのメンテナンスをしていきましょう！

【株式会社フロンティアフードサービス】

【colocolo (コロコロ)】

すっぽん専門商社 遠州すっぽんファーム

代表者／中山敦子
起業／2018年2月
場所／湖西市～浜松市内の公共施設等
URL／http://colocolo.hamazo.tv/

私も、起業家カフェの相談を受けるまでは、相談は自
分にはハードルが高いと思ったのですが、新しいアイ
ディアのきっかけとなるので、皆さんももっと気軽に受
けてみてください！

【孫の手サービス株式会社】
代表者／渥美由紀子
起業／2017年12月
住所／浜松市中区肴町319-1 NOAHビルディング3F
TEL／053-461-4591 営業時間／9:00～17:00（土日祝は除く）
URL／http://www.i-mage.co.jp/visit-service/

代表者／鈴木颯真

起業／2018年1月

住所／浜松市西区入野町8815-1

TEL／053-528-7272

