itolier（イトリエ） 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
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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

2020年6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！
itolier（イトリエ）は浜北商工会が運営するコワーキングスペースです。
遠州鉄道浜北駅から徒歩5分。30台無料駐車場完備。近隣には「なゆた浜北」「プ
レ葉ウォーク浜北」等があり、利便性豊かな場所にあります。起業を目指す方や既
に事業を始めている方にご利用いただける、開放的で明るい雰囲気を目指したシェ
アオフィス＆レンタルスペースです｡ぜひ一度ご利用ください！

あまた屋

＜施設概要＞
対象者 ： 経営者、起業を目指す方はもちろん、
資格試験にチャレンジする会社員や受験勉強を頑張る学生さん等
場
所： 浜松市浜北区貴布祢265-8
利用時間： 9:00～21:00 年末年始を除く
利用料金： 有料です（HPでご確認ください）
設
備： フリー席、パーテーションシート、個室、ミーティングルームなど
お問合せ： itolier（TEL）053-585-7080 e-mail : info@coworking-hamakita.com

えいごHUT

「 特 定 創 業 支 援 事 業 」のご 案 内

フィオレ似顔絵デザイン

「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。

◀
登録は
こちらから

メル マ ガ

会員募集

会員様限定の「浜松市の起業情報」を発信中！

株式会社ハピネスケアサービス

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
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https://www.hamamatsu-startup.com

フルーツパーラーTASTAS

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

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1,201件の相談があり、114件の創業に結びつきました。（2019年4 月〜2020年3 月）

飲食業

フルーツパーラー

自家製アイスクリームを使用したこだわりのパフェ
専門学校卒業後、関東のフルーツパーラーに就職しました。その後、

当店のパフェは最後の一口まで楽しんで頂けるよう、研究し尽く

新店舗立ち上げ・商品開発・店長職を経験し、メディアにも多く取り上

したパフェです。

げられ多くの経験と技術・知識を培うことができました。関東で培った

フルーツの食感ももちろん愉しんで頂きたいため、可能な限り

技術･知識・商品開発力を地元浜松に持ち帰り、どこにも負けない商品

オーダーが入ってからフルーツカッティングをしています。

と、心のこもった接客で地元のお客様に楽しんでもらいたい。そして、

広々とした落ち着いた店内でゆっくりとお楽しみください。

医療
・
福祉業

サービス業

似顔絵通販、
出張似顔絵作成

訪問介護事業

似顔絵で自分を好きになる

全員が幸せに暮らせるように

イベント会場等への出張似顔絵や、ウェディング等の各種お祝い用

職員不足から、思うような介護が提供できないという業界全体の現状

の似顔絵通販、似顔絵入り名刺の作成を行っています。

を変えたいと思い起業しました。

「似顔絵で自分を好きになる」をテーマに、受け取った瞬間に思わず

訪問介護員（ホームヘルパー）などがご自宅に訪問し、介護や日常

笑顔溢れるような似顔絵を制作しています。

生活上のお世話を行うサービス（訪問介護事業）を提供しています。

ペンと絵の具で1枚1枚手描きしており、温かみのある画風が特徴で

食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う

す。

「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活

また描き上げた似顔絵のスマホ転送サービスも行っており、SNSのプ

でのアドバイスをいたします。

ロフィール用画像としてもご好評です。

ご利用者様、ご家族様、職員、その他関係者の皆様全員が幸せに暮

お気軽にお問い合わせください！

らせるように、事業を運営してまいります。

【フィオレ似顔絵デザイン】

【株式会社ハピネスケアサービス】

代表者／松本はな
起業／2019年7月
TEL／090-9191-1994
開設時間／平日10:00〜18:00
Mail／info@fiore-nigaoe-design.com

代表者／山本芳生

地元で採れるフルーツを活かして、浜松の魅力を全国へ発信していき

起業／2019年10月

住所／浜松市中区葵西６丁目11番35号 エレガンスヤダ105
TEL／053-401-0852
開設時間／平日9～17時（サービス提供時間：年中無休・6～22時）

教育学習
支援業

飲食業

英語教室

串揚げと御食事のお店

たいと思い、結婚を機に起業しました。

＜メニューの一例＞

フルーツ本来の風味や味を生かすため、商品に使用するアイスや

・フルーツミックスパフェ

実用的な英語を身につけよう

定食が人気！子どもと一緒に来られるお店

シャーベットは全て自家製造です。生クリームやソフトクリームは独自

・フルーツサンドウィッチ

個別レッスンの英語教室です。発音･リスニング･用法･会話も文法と

串フライを中心とした和食を提供しています。

ブレンドで製造しています。

この他にも、季節限定メニューがたくさんございますので、ぜひ

併せてバランスよく学べます。現役・元学生さん共に、たくさんの時間

店主の揚げたあつあつの串フライを食べることができます。

パフェといえば「甘ったるい」というイメージを持たれると思いますが、

インスタグラムをご覧ください！

と労力を費やしてもなかなか役に立つ英語が身につかないのはもっ

また、店主がとった魚など新鮮な魚も食べられるのが特徴です。

たいないです。基本的な段階から、使える英語力にしていくことを目

カウンター席のほか、靴を脱いで上がれる座卓もあります。単品料理

指しています。

の他、定食もあるので、お子さんと取り分けしたいファミリーにもオス

中心は小学生～高校生ですが、幼児･一般･シニアの方も歓迎です。

スメです。アットホームなお店ですので美味しい串フライを食べにお

趣味の英会話･ビジネスレター･TOEIC･TOEFL･作文･翻訳などにつ

気軽にお越しください。

いてもご相談ください。

●おすすめランチ 780円（税抜き）（ランチは他に4種類あります！）

宿題･手紙の書き方･疑問点解消など単発でのお手伝い･レッスンも

本日のおすすめ一品、揚げたて串フライ3本、サラダ、ごはん、みそ

お受けします。

汁、漬物、フルーツ

【えいごHUT（ハット）】

【あまた屋】

代表者／田中 尚
起業／2019年7月
住所／浜松市中区東伊場1-30-16 2階
TEL／080-1568-8436 開設時間／毎週火・土曜日 9:00～21:30

代表者／小島規夫

起業／2019年6月

TEL／053-426-6507

住所／浜松市南区富屋町182

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？
自分がどれだけ無知だったのか知ることができまし
た。
働く場所を作るということ、お客様の目線でお店を作
ること、お金のこと、今後のことなどなど、相談を通し
てたくさんアドバイスをいただき、お店を開店するまで
寄り添ってくれました。

【フルーツパーラーTASTAS（タスタス）】
代表者／柘植亨将
起業／2019年11月
住所／浜松市中区曳馬2丁目1-1 第二桜井ビル
ギフトショップセレサさん隣
TEL／053-465-1808
営業時間／11:00～18:00（水曜休み）
駐車場／30台あり

営業時間／11:00～14:00,18:00～22:00（水曜休み）

