はままつトライアルオフィスのご紹介

無料でお試し！

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

はままつトライアルオフィスのご紹介
HPはこちら↓

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31年3月発行

はままつ起業家カフェから誕生した起業家を紹介します！
はままつトライアルオフィスは、ものづくり都市 浜松の
中心で様々なイノベーションが生み出される場を目指
し、浜松市内のものづくり企業をはじめスタートアップ
企業、都市圏の企業など多種多様な企業同士が交流でき
る場所として誕生しました。
登録すれば、コワーキングスペースとして利用できるほ
か、１日からのゲスト利用も無料で可能です。
対

象：浜松でビジネスをされている方または進出をお
考えの方
問合先：㈱エージェンシースギタ （業務委託先）
h.trial.office@gmail.com

＜施設概要＞
場
所： ザザシティ浜松 中央館 4階
利用時間： 一般利用 10時～16時（火～土）
登録利用 10時～20時（土日祝日含）
利用方法： 登録利用は事前に利用申請が必要
利用料金： 無料
施
設：
オープンスペース約21坪
コワーキングスペースを基本とし、個室はなし
設
備：
Wi-Fi完備、カラープリンタ複合機、
ロッカー、スマートロック

餃子工房 “餃庵（ぎょあん）”

「 特 定 創 業 支 援 事 業 」のご 案 内

データバースト㈱

「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。

合同会社ことゆく社

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
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Coffee Berry
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

Surfers Dining&bar

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」。
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）

VOICE

飲食
サービス業

製造業

『重い！荷物が入りきらない！出し入れしにくい！』

そして、小学1年生から6年生まで、大きく成長する時期に1サイズ

小学生が、毎日重い荷物をいれて登下校時に使用する一般的な

しかないことへの違和感。

ランドセルは、実は使いにくいところがたくさんあります。

小学生の子育てをしている母親だからこそ、子ども達が本当に必

でも、本当は一般的な革や合皮製のランドセルを使用しなくては

要とする機能とのズレを実感。そこで、二人でつくりあげたのが、

いけないという決まりはありません。

新しいランドセル「raccu（ラック）」です。

ならば、子ども達の登下校の負担を減らしてあげたい！と、たくさ

軽くて通気性も高く、体操服や水筒も入る収納性と、傷や水に負け

んの想いを詰め込んだランドセル作りを始めました。

ない耐久性を持ち合わせた理想のランドセル。身体の成長に合わ

従来のランドセルの硬い合皮や革の肩ベルトは、荷物の重さで肩

せて常にぴったりサイズで背負えるので、身体への負担も大きく軽

に食い込み、肩が痛くなります。

ビデオ会議システム
のサーバーの開発、
製造、販売

ダイニングバー

ランドセルの企画・製造・販売

子供達が本当に使いやすい浜松発の新しいランドセル raccu（ラック）！

製造業

“サーフィン” がテーマのダイニングバー

小型でフルHDの低価格なビデオ会議ハブ

マリン風シーリングライトや革のソファーなど「デートに使えるようなお

ビデオ会議ハブによって、お使いのWindowsやMacのパソコンで簡単に

しゃれな店」です。2F・3Fにはプロジェクターがあり、サーフィン動画が

ビデオ会議を行うことができます。クラウド型ではありませんので、クラ

常時流れています。

ウドに不安ある方も安心してお使いいただけます。手のひらに載るサイ

ドリンクメニューはすべて600円で107種類以上！注目はイタリア・フラン

ズで消費電力は10W以下ですが、フルHD画質のビデオ会議を行うこと

ス直送の樽生スパークリングと樽生ワイン。現地での新鮮さをそのまま

ができますので、細かい表情の変化まで伝わり、実際に対面している

に、フレッシュな味わいを楽しめます。フードメニューも約30種類。なか

かのような臨場感のあるコミュニケーションが可能です。

でも、お皿いっぱいに盛られた「生ハムのスライス盛り」と三方原ばれい

フルHD対応のビデオ会議システムとしては圧倒的にお求めやすい価

しょの「自家製フライドポテト」は必食です。

格です（予定価格 税別２０万円以下）。

おいしくてボリューム感のある料理をリーズナブルに提供しているの

画面共有やファイル共有、ホワイトボードなどの便利な資料共有機能も

で、お気軽にご来店ください！

持っています。

【Surfers Dining&bar（サーファーズ）】

【データバースト株式会社】

代表者／大塚勝紀
起業／2018年2月
住 所／浜松市中区田町331-5 第一通り駅からすぐ
TEL／053-451-3315
営業時間／18:00～ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ（日曜休み）

代表者／玉井和司

起業／2018年8月

住 所／浜松市東区安間町1番地 金原明善生家内蔵2
TEL／090-6595-7386

飲食
サービス業

製造業

喫茶店

生ぎょうざの
店頭販売など

自ら改装して作り上げた手作りカフェ

出汁(だし)にこだわった味わい深い餃子

減。さらに、体型に合わせて買い替えができるように、２つ購入し

美味しいコーヒーをメインに、お食事やスイーツ、ちょっとアルコールも

「食は記憶をつくる」

さらに、荷物がランドセルの中に納まりきらず、ナップサックや手さ

ても、現在のランドセルの平均単価内におさまるよう低価格に。ひ

揃えた、おしゃべりや「自分時間」を楽しんでいただけるカフェです。

子供の頃、餃子は大好きなおかずのひとつでした。

げ、習字の道具、水泳の道具、絵の具の道具など、両手にいっぱ

とりでも多くの子どもが楽に登下校できるようになって欲しいです。

スペシャルティコーヒーと呼ばれる一流の豆を、工夫して丁寧にハンド

餃子を囲んだ食卓が笑顔になる、

ドリップで淹れることで、香り豊かで美味しく、コーヒーに慣れていない

そんな餃子作りをスタッフ一同目指しています。

方でも飲みやすい、クリアーで胃もたれしないコーヒーをお楽しみいた

『餃子工房 “餃庵（ぎょあん）”』では、生ぎょうざ／冷凍ぎょうざの店

だけます。

頭販売をしており、自家製鶏だし、鰹だし、昆布だし、帆立を使った味

店舗は企画設計から施工までほとんど自力で行ったことで、費用を抑

わい深い餃子を提供しています。

えながら、他にはないオリジナル感、手作り感のある内外装になりまし

また、餃子を導入して売上アップをしたいオーナーさま、餃子専門店

起業に関して、全く知識のなかった私達に丁寧に基礎

た。居心地の良い小さな隠れ家カフェに、ぜひのんびり、ほっこりしに

を開業してビジネスとして成功したいオーナーさまのサポートもしてお

から教えていただき、とても支えになりました。

来てください。

ります。ぜひお気軽にご相談ください！

いに。
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？

起業後の事業の展開等にも助言をいただき、助かりま

【合同会社ことゆく社】

した。

代表者／和久田麻衣・影山恵
起業／2018年8月
直営店の住所／浜松市南区田尻町112-1
営業時間／10:00～16:00 不定休
TEL／053-441-0818

色々な補助金等の情報もいただけてよかったです。

【Coffee Berry（コーヒーベリー）】

【ケーフーズ浜松株式会社 餃子工房 “餃庵（ぎょあん）”】

代表者／稲垣一宏

代表者／榑松朗
起業／2018年5月
住 所／浜松市東区大島町1517

起業／2018年5月

住所／浜松市中区菅原町12-22
営業時間／10:00－20:00

駐車場8台

休み／火曜ほか

TEL／053-454-4498

TEL／053-582-7203

営業時間／10:00～18:30

浜松市

餃庵

