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

浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）のご紹介
HI-Cubeは、（独）中小企業基盤整備機構が静岡県・浜松市
と連携して運営するインキュベーション（起業家支援）施設
です。
事業スペースの賃貸と常駐する専門家の支援を通じて、起業
家や第二創業を目指す起業の皆さまの、事業の成長をお手伝
いします。

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12月発行

はままつ起業家カフェから誕生した起業家をご紹介します！

★HI-Cubeの４つの魅力★
①常駐するインキュベーションマネージャーによる日常的な
経営支援
②事業に集中できる快適な施設環境（給排水設備のある実験
室やフリーアクセスフロアの研究室、無料の商談室や会議室
など）
③産学連携に強い（静岡大学、光産業創成大学院大学など）
④浜松市による賃料補助制度あり

Petit ami Cafe

【浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）】
浜松市中区和地山3-1-7
TEL:053-478-0141
http://www.smrj.go.jp/incubation/hi-cube/index.html

いちごの里

「 特 定 創 業 支 援 事 業 」のご 案 内

すずき農園
semmel

「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

はままつスタートアップ
創業支援 総合窓口
グランド
ホテル浜松

賀茂真淵
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※H29.11.28開催の第6回起業家交流会の様子です。金融機関や商工会議所などの支援機関を含めて総勢65名にご参加いただきました。
浜松戦闘ごっこ社
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

152

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

Rooftop Guitar Works

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

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）

サービス業

サバイバルゲームの企画・運営

紳士的なスポーツとして「サバイバルゲーム」をより多くの方に広めたい！！
浜松市北区引佐町奥山に拠点を置き、エアガン・電動ガン等の遊

あり、チームメイトと作戦を立て行動し、仲間を思う気持ちの醸成

戯銃を使用したサバイバルゲームを企画・運営しています。静岡

にもつながるため、10歳以上のお子様を対象にした「10オーバー

県内最大級の屋外フィールド（約4ha）を舞台に、3つのエリアに分

サバゲー専用フィールド」も静岡県内で初めてオープンしました。

けて、他にはない大規模なサバイバルゲームを体験できます。

ゲームの合間の休憩場所としてお座敷休憩所もあり、疲れた体を

フィールドにおいては、各エリアの本拠地の位置を同じくらいの高

休め、次のゲームへの気力を養うこともできます。愛好家、初心

度に設定することで、無理のないスピード感のあるゲーム展開を

者、子供から大人まで、広くゲームに参加できる環境を整えており

可能としているほか、広大なフィールド内での位置把握のために

ます。ぜひお気軽にご体験下さい。

飲食
サービス業

農業

クレープリー
&ブラッスリー

いちご農園

本格的なガレットとワインを楽しめるカフェ

みんなに優しいバリアフリーのいちご農園

昼はガレットとクレープを、夜はフレンチ郷土料理と料理にあうワインを

いちご狩りでは、「章姫と紅ほっぺ」という静岡県を代表する2品種を味

お手頃価格でお楽しみ頂けます。ガレットメニューは卵・ハム・チーズ

わっていただけます。

のシンプルな「コンプレット」を基本に、それぞれ卵の調理法やトッピン

バリアフリーになっており、園内に授乳室・オムツ替えスペースを設け

グをアレンジして提供しています。季節ごとに新作も登場します。林檎

ているのでママにも安心です。また、いちごは高設栽培（１m程度の高

の発泡酒シードルも甘口・辛口・ノンアルコールと選べるので、ぜひガ

さ）ですので、立ったままでも楽にいちご狩りを楽しめます。車椅子の

レットと一緒にお楽しみください。

お客様などでも手軽にいちごに届く高さです。

店内は、オムツ替えができる化粧室、バリアフリーな入口など、お子様

いちご狩りの時間は無制限、練乳も無料で何回でもおかわり自由、シ

連れでも使いやすい工夫をしています。

ロップの持ち込みもOKです。

街中のカジュアルなカフェへお気軽にご来店ください。

たくさんの方のお越しをお待ちしております。

【Petit ami Cafe（プティ アミ カフェ）】

【いちごの里 すずき農園】

代表者／杉浦哲也
起業／2017年6月 TEL／053-452-3330
住 所／浜松市中区鍛冶町1-60 アルペンマンション１階
営業時間／11:00 ～ 23:00（日曜日の夜と水曜日は休み)

代表者／鈴木健司
起業／2018年1月
住所／浜松市北区三幸町57-2
TEL／053-523-8283
営業時間／9:00～18:00（12月下旬〜5月末ごろ）

飲食
サービス業

製造業
楽器の製品
開発・販売

パンとグルテンフリー
おやつの製造販売

ポイント地点を設置したり、ポイント地点にプラカードを設置するこ

持ち運びが簡単なエレキギター

素材に拘った身体にやさしいパン＆おやつ

とで正確な情報を仲間に伝達できるような工夫もしています。

持ち運びが簡単で、楽器としてもちゃんと使えるギターがあったらいい

自宅の一角でひとりパン屋・おやつ屋さんを営業しています。

また、サバイバルゲームはゴルフに通じる紳士的なスポーツで

のに・・・

金曜・土曜はパン屋、 火曜はグルテンフリーおやつ屋（受注販売)にな

重くてかさばるギターを背負い、混雑した電車や自転車に乗っている

ります。サザンクロス朝市などのイベントにも出店しています。

姿を見るたびに思っていました。

シナモンロール、りんごのフォカッチャ、あんずのベーグル、卵・乳不使

でも、そういうギターがなかなか製品化されないので、実務経験を活か

用のあんぱんやパンドミ（食パン）などなど、季節ごとに新しいパンが登

し、自分で作ることにしました。

場します。

楽器の音と演奏性、持ち運びやすさを両立させた独自構造のポータブ

まだまだグルテンを使っていないおやつを食べたことない方がいらっし

ル・エレクトリックギター（特許出願中、移送登録済）です。

ゃると思いますので、美味しさをより多くの方に知ってもらいたいです。

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？
1年以上に渡り、親身になって相談にのっていただき、

ギタリストの皆さん、まずはホームページをチェックしてみてください。

多角的なアイデアを出す方法やアドバイスを受けたこ

【浜松戦闘ごっこ社】

とで、他には見られない事業計画を作成できたことが

代表者／瀧本秀明
起業／2017年5月
住所／浜松市北区引佐町奥山字堂の上1736-1
TEL／053-543-1266
営業時間／平日：15:00～21:00
土・日・祝日：8:00～17:00 火曜休み

非常に助かりました。

【semmel（ゼンメル）】
【Rooftop Guitar Works（ルーフトップギターワークス）】
代表者／水口清
起業／2017年9月
URL／https://rooftop-gw.jp/ （H30.12初旬サイトオープン予定)

代表者／藤井早織
起業／2018年5月
住所／浜松市中区龍禅寺町614-10
TEL／053-571-0413
営業時間／金曜・土曜10：00-16：00：パン屋、 火曜：グルテンフリー
おやつ屋(受注販売）、サザンクロス朝市（第1土・第3土）

