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資料４ 平成２６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 備 考 

 

尿もれ等で悩んでいる女性たちの不満を解消し、快

適に笑顔で暮らせるお手伝いと地球に優しい、「リフ

レッシュショーツと２ＤＤブラ」の製造・販売 

 

・成人女性の実に３割が体験する尿漏れであるが、

尿漏れをトータルケアできる商品はなく、そのト

ータルケアと薬効染めなど女性の身体に優しい製

品と、身体に合わないブラジャーを着用すること

で締め付けがきついなどで悩んでいる女性たちに

対し、「こんな製品があったらいいな」と思う製品

をネット販売で提供 

 

認定者 石硯登貴子（平成 27年 3月認定） 

屋 号 Shall we 

 

所在地 広島市安佐北区可部東 2丁目 6-18第二山

田ビル 405 

ＴＥＬ 080-5234-2369 

ＵＲＬ ― 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・顧客ターゲットの根拠とな

るテータの抽出 

・販売促進について 

・利益・資金計画の策定 

 

②縫製工場の紹介 

 

③商品売買契約書の記載内容に

係る助言 

 

平成 27年 

9月創業 

 

働く若い女性に和食の素晴らしさを手頃な価格で味

わっていただける、こだわりの「料理」、「落ち着い

た雰囲気」とともに心温まる「おもてなし」を提供

する笑顔あふれる和風居酒屋 

 

・紙屋町一丁目に出店し、働く女性たちを顧客ター

ゲットに手頃な価格で昼食と夕食需要を賄う。料

理は瀬戸内の魚介類を中心に盛り付けや脇役とし

ての米、油にもこだわりを持ち、落ち着いた雰囲

気の中で最高のおもてなしを味わっていだだく和

風居酒屋 

 

認定者 江川良平（平成 27年 3月認定） 

屋 号 kichen しえのり 

 

所在地 広島市中区紙屋町 1-4-10 

ＴＥＬ 082-242-4123 

ＵＲＬ http://www.shienori.com/ 

 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・自身の強みを整理 

・出店予定場所の分析 

・利益・資金計画の策定 

 

②融資に係る助言 

 

平成 27年 

5月創業 



3-12 

 

 

 

事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

デジタル化の推進と創意工夫による製造工程の見直

し、改善により、大幅な工期短縮とコストダウンを

実現させ、エアロメーカーやエンドユーザーのニー

ズに応える技術集団の創設 

 

・エアロパーツと軽板金の２部門を設けることによ

り、軽板金は粗利益率は低いものの経常的に受注

があることから固定費の回収を、エアロパーツは

目標利益の獲得を目指すことにより、事業の円滑

な運営を図る。また、エアロパーツ部門にデジタ

ル化の導入と創意工夫によりこれまでの工期の約

半分の短縮（２３日）とコストダウンに加え、高

品質の製品をエアロパーツメーカーに提供するこ

とにより競合他社との差別化を図る 

 

認定者 國行卓雄（平成 27年 3月認定） 

屋 号 ㈱ヴァンキッシュ・オートモーティブ 

 

所在地 広島市安佐北区安佐町久地 170-3 

ＴＥＬ 082-847-6062 

ＵＲＬ http://www.vanquish-automotive.com/ 

 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・エアロパーツ製作における

デジタル化導入による作業

比較の分析 

・工期短縮による人材の有効

活用について 

・利益・資金計画の策定 

 

②融資に係る助言 

 

平成 27年 

1月創業 

 

五感を刺激し、心と身体を癒し、ストレスからの解

放、健康的で美しい自分を取り戻すフェイシャルエ

ステサロン 

 

・経験上肩こりや肌あれなどは便秘、冷え性といっ

たことが主要因で発生することが多く、丁寧なカ

ウンセリングと生活改善指導は不可欠であり、施

術はその効果をより高めるため五感を刺激し、施

術効果のすぐに見える化を果たし、顧客満足度を

高めるサービスの提供 

 

認定者 栗田寛子（平成 27年 3月認定） 

屋 号 commerce（コメルス） 

 

所在地 広島市中区幟町 12-9-703 

ＴＥＬ 082-962-5931 

ＵＲＬ http://www.commerce2013.biz/ 

 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・競合店の分析 

・市場規模等の商圏分析 

・利益・資金計画の策定 

 

②産婦人科でのエステ事業の展

開に係る助言 

 

平成 27年 

6月創業 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

素材からこだわった手作りのスイーツと食事、心か

らのおもてなしで人々の心を満たすカフェ 

 

・杉材、暖色系統の照明、アンティーク雑貨で演出

されるノスタルジックな空間の中で、「素材にこだ

わったシンプルで濃厚なスイーツ・食材豊富な食

事・五感で楽しむドリンク」を個々に合わせた接

客で提供し、お客様の心が満たされる場所を創る

カフェ 

 

認定者 坂本緑（平成 27年 3月認定） 

屋 号 CORITA CAFE（コリタ カフェ） 

 

所在地 広島市中区紙屋町 2-2-2紙屋町ビル B1F 

ＴＥＬ 082-244-1181 

ＵＲＬ http://coritacafe.net/ 

 

 

 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

・出店予定場所の分析 

・市場規模等の商圏分析 

・販売促進について 

・利益・資金計画の策定 

 

②融資に係る助言 

 

平成 27年 

7月創業 

 

イキイキとした瞬間を切り撮る、プロの技術を駆使

して家庭には微笑みを与え、中小企業には売上増大

を与える事業 

 

・高い技術が求められるロケーション撮影を中心に、

その人らしさ、イキイキとした表情、相手を想う

優しい表情など、その一瞬を切り撮る写真業を基

軸とし、これまで培ったノウハウや技術を活かし、

中小企業に対する WEB プロモーションを展開する

事業 

 

認定者 中野章子（平成 26年 10月認定） 

屋 号 akiko photography 

 

所在地 広島市安佐南区 

ＴＥＬ 070-6692-2010 

ＵＲＬ http://photo-by-akiko.jimdo.com/ 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・顧客ターゲット、ニーズの

明確化 

・販売促進 

・利益・資金計画の策定 

 

②決算処理に係る助言 

 

平成 25年 

10月創業 

 

平成 27年 

5 月提案事

業の着手 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

昭和レトロな空間に屋台が出現！ローコストオペレ

ーションによる最高級和牛をお手頃価格で提供する

飲食店の展開 

 

・４０年前にタイムスリップした昭和レトロな空間

で屋台を囲みながら、居心地が良く食事やお酒を

楽しめる場の提供と、入手困難な最高級和牛をお

手頃価格で味わうことができ、素材の良さ生かし

たシンプルな味付けが特徴の飲食店 

 

認定者 流出直（平成 26年 10月認定） 

屋 号 昭和屋台 

 

所在地 広島市東区矢賀新町 2-7-10 

ＴＥＬ 082-283-1123 

ＵＲＬ ― 

 

 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・市場規模等の商圏分析 

・販売促進について 

・利益・資金計画の策定 

 

②融資に係る助言 

 

平成 27年 

4月創業 

 

熟練の技を駆使して「繊細で深みのある貴族たちに

愛されたウィーンのお菓子とパン」の魅力を広島の

女性たちに伝えます。 

 

・洗練された「伝統のウィーンのお菓子とパン」の

美味しさはもとより、ウィーンの文化や歴史を含

め「ウィーン物語」として提供していくことで、「身

体と心を豊かにし、街行く人の笑顔を増やす」広

島初のウィーン菓子とパンの専門店 

 

認定者 橋本昌和（平成 27年 3月認定） 

屋 号 Brücke（ブリュッケ） 

 

所在地 広島市南区東雲本町二丁目 1-18 浜本ビ

ル 1F 

ＴＥＬ 082-236-3367 

ＵＲＬ ― 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

・立地環境の分析 

・出店予定地区の需要分析 

・自社の比較優位性の分析 

・利益・資金計画の策定 

 

②従業員の雇用に係る助言 

 

平成 27年 

9月創業 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

労務管理のサポートから、営業実績の向上までをサ

ポートする戦術指導型の社会保険労務士事務所の開

業 

 

・長年の医療業界で培った、営業ノウハウと業界特

有の問題を理解している強みを活かし、労務管理

のサポートから、営業実績の向上までをサポート

する戦術指導型の社会保険労務士事務所 

 

認定者 藤井大介（平成 27年 3月認定） 

屋 号 オフィス・カバーズ 

    藤井社会保険労務士事務所 

 

所在地 広島市安佐南区伴南 1-13-17 

ＴＥＬ 082-962-8655 

ＵＲＬ http://www.covers-hiroshima.jp/ 

 

 

 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

・自社の比較優位性の分析 

・サービスの特徴について 

・顧客ターゲット、ニーズの

明確化 

・利益・資金計画の策定 

 

②営業研修等の宣伝方法に係る

助言 

 

平成 27年 

4月創業 

 

 


