資料５ 平成２５年度創業チャレンジ・ベンチャー支援事業による認定を受けた事業

事業内容

支援内容

女性のライフスタイル（家事・育児）に合わせた柔 ①事業計画の策定支援
軟な働き方や創業を支援するセラピスト養成スクー

・経営理念の明確化

ルとサロンの運営

・自身の強みを整理

備考

平成 25 年
11 月創業

・顧客ターゲットの根拠とな
・女性が手に職をつけ、家事・育児をこなしながら
柔軟に働くことや、創業を支援するセラピスト養

るテータの抽出
・利益・資金計画の策定

成スクールとサロンの運営
②融資に係る助言
認定者 伊来尚実（平成 25 年 11 月認定）
屋 号 Aroma der Liebe
所在地 広島市中区橋本町 6-8
ＴＥＬ 082-221-0702
ＵＲＬ http://aromaderliebe.jpn.org/
index.html

平成 24 年
障がいのある子供達が、伸び伸びと過ごすことので ①事業計画の策定支援
10 月創業
きる場所の提供と社会人として自立できるプログラ
・障がい児を持つ親のニーズ
ムの確立
分析
・自社の比較優位性の分析
・障がいのある子供達が、放課後等を伸び伸びと過
・従業員等スタッフの人材育
ごすことのできる場所を提供し、子供の個々の能
力を見つけ伸ばし、彼らの心身の安定と社会性や
成とボランティアの活用
コミュニケーション能力の向上を図り、その子供
・利益・資金計画の策定
達が社会人として自立するプログラムの確立を目
指す放課後等デイサービス
②市内ボランティアグループの
紹介
認定者 栗栖宏士（平成 26 年 3 月認定）
屋 号 合同会社フレンド
所在地 広島市安佐南区川内 5-32-2
リバーサイドセレッソ 101
ＴＥＬ 082-846-6666
ＵＲＬ http://friend.hp.gogo.jp/pc/
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事業内容

支援内容

広島に新たな鉄板文化を創造する「秘伝のつけだれ ①事業計画の策定支援
で食べるホルモン焼きうどん」専門店

・自社の比較優位性の分析

備考

平成 26 年
5 月創業

・内部環境の分析
・兵庫県佐用町で６０年続いている祖母と母の味「秘
伝のつけだれで食べるホルモン焼きうどん」を受
け継ぎ、広島に新たな鉄板文化を創造するホルモ
ン焼きうどんの専門店

・調理、仕入に関する特徴に
ついて
・利益・資金計画の策定
②融資に係る助言

認定者 小泉湖春（平成 25 年 11 月認定）
屋 号 一力
所在地 広島市南区皆実町 4-2-16
ＴＥＬ 082-256-7138
ＵＲＬ ―

共働き世帯を支える大家族の機能をモデルにするデ ①事業計画の策定支援
イサービス
・自社の比較優位性の分析
・昔ながらの大家族の機能を再現し、高齢者と子ど
ものふれあう世代間交流の場を提供することで、
共働き世帯の就労環境を支援する児童フリースペ
ース併設の高齢者デイサービス

・出店予定場所の分析
・学童保育併設に関する検討
・利益・資金計画の策定
②従業員の雇用にあたって、労
働条件通知書等に係る助言

認定者 下川能司（平成 26 年 3 月認定）
屋 号 株式会社オアシスワーク
所在地 広島市東区中山上 2-5-17
ＴＥＬ 082-516-7232
ＵＲＬ http://hp.kaipoke.biz/263/index.html
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平成 26 年
3 月創業

事業内容

支援内容

ペットと飼い主が幸せになるドッグスタイルコレク ①事業計画の策定支援
ションの提供
・出店予定場所の分析

備考

平成 26 年
4 月創業

・市場規模等の商圏分析
・ペット先進国アメリカで習得したスピードトリミ
・販売促進について
ングとＪＫＣ中国地方トリマー競技会Ａ級最優秀
・利益・資金計画の策定
技術賞受賞等、高い技術と豊富な知識により、ペ
ットに関わる様々なニーズに応えることのできる
②新サービス導入に係る助言
ペットサロン
認定者 白方恵子（平成 26 年 3 月認定）
屋 号 ココリード
所在地 広島市中区千田町 2-9-23
ＴＥＬ 082-258-2428
ＵＲＬ http://www.cocolead.com/

農家さんが食べている安全・安心なお米と野菜を使 ①事業計画の策定支援
用し、土鍋で炊いたごはんが美味しい定食屋
・自社の比較優位性の分析
・信頼できる農家から仕入れた安全・安心なお米と
野菜を使用し、土鍋で炊いたごはん、醤油、みり
ん等の調味料にもこだわりを持った美味しい定食
とコーヒー等を提供する定食屋
認定者 髙松陽子（平成 25 年 11 月認定）
屋 号 wa･ga･ta

・顧客ターゲット、ニーズの
明確化
・リピート顧客の促進
・利益・資金計画の策定
②決算処理に係る助言
③店舗演出に係る助言

所在地 広島市西区三篠町 2-3-26
ＴＥＬ 082-230-9169
ＵＲＬ ―
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平成 25 年
5 月創業

事業内容

支援内容

広島初の障害者施設によるネットショップのメンテ ①事業計画の策定支援
ナンス代行の受託などにより「障害者の労働の提供
・自社の比較優位性の分析
と生活保障」をバックアップ！
・顧客ターゲットの明確化
・移転先事業所の選定

・生産活動や就労に必要な知識及び能力の向上のた
・利益・資金計画の策定
めに訓練を行う事業として新たにネットショップ
のメンテナンス代行事業を導入し、障害者にパソ
コンを活用した職務を提供することにより、
「障害 ②ホームページのリニューアル
と事業ＰＲについて助言
者の労働の提供と生活保障」をバックアップする
障害福祉サービス事業所

備考

平成 24 年
1 月創業
平成 26 年
5 月提案事
業の着手

認定者 田中秀治（平成 25 年 11 月認定）
屋 号 株式会社あららぎ
所在地 広島市西区草津東 2-11-6
ＴＥＬ 082-205-8525
ＵＲＬ http://funny-music.jp/

平成 24 年
顧客が葬送に関する知識を深め、安心して葬送を行 ①事業計画の策定支援
4 月創業
うことのできる窓口の開設と葬送支援
・業界が抱える現状の問題点、
・葬送支援の窓口を開設し、葬送に関する内容と価
格について納得できる提案をすることにより、ご
遺族の経済的な負担の軽減を図るとともに、より
安心できる葬送をお客様に提供する葬送支援コン
サルタント

課題の整理
・自社の比較優位性の分析
・顧客ターゲットの明確化
・利益・資金計画の策定
②チラシ作成と営業対象の絞り
込みの助言

認定者 堀暢貴（平成 26 年 3 月認定）
屋 号 ひこばえの杜

③顧客が納得する葬送支援コン
サル料の仕組み及び生前葬等
の新規メニューへの助言

所在地 広島市中区広瀬北町 3-11
SO@R ビジネスポート 307
ＴＥＬ 082-874-5445
ＵＲＬ http://www.hikobaenomori.jp/
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事業内容

支援内容

お客様と地域の方々に笑顔が生まれる美味しいパン ①事業計画の策定支援
と、パンを中心とした食生活のスタイルの提案
・立地環境の分析
・中種法による生地の熟成、手作りの各種クリーム、
ソース等、手間暇を惜しまず作った美味しいパン
を顧客に提供し、
「パンがある喜びの生まれる生
活」を提案するパン屋

備考

平成 26 年
8 月創業

・出店予定地区の需要分析
・自社の比較優位性の分析
・美味しいパン作りの製法と
その特徴について
・利益・資金計画の策定

認定者 宮川桂治（平成 26 年 3 月認定）
屋 号 ニコニコベーカリー・

②北九州市の繁盛店及びパン材
料等仕入先の紹介

所在地 広島市南区皆実町 1-18-27
ＴＥＬ 082-236-1384
ＵＲＬ －

平成 24 年
住宅建設に関する総合力を活かし、多様化する顧客 ①事業計画の策定支援
11 月創業
ニーズに適応した「顧客本位の家づくり」と「リノ
・内外環境からみた今後の進
ベーション住宅」の提供
むべき方向性
平成 26 年
・自社の比較優位性の分析
5 月提案事
・様々なライフスタイルの広がりをみせる住宅マー
業の着手
・顧客ターゲットの明確化
ケットにおいて、ローンの取り扱いから、設計、
工事まで、住宅建設に関わる総合力を活かし、新
・利益・資金計画の策定
築から住宅リノベーションまで、多様な顧客ニー
ズに応える顧客本位の家づくりを提供するリフォ ②融資に係る助言
ーム工事請負業
認定者 渡邉真一郎（平成 25 年 11 月認定）
屋 号 株式会社アクトリー
所在地 広島市西区東観音町 19-18-1
ＴＥＬ 082-961-5146
ＵＲＬ http://www.acctree.co.jp/
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