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資料４ 平成３０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 

 

自分で衣服の着脱ができない人に着やすく、ケアす

る人に着せやすい機能的で外出用としても使えるお

洒落な生活服を提供します。 

 

・障がいを持つ子の母として、重度認知症の父の娘

として、自分で衣服の着脱ができない人、ケアす

る人の ※やすさ”にこだわった機能的でお洒落

な生活服の製造販売を行います。個々の身体的特

徴にもセミオーダーで対応し、色の選択肢を広げ

ることで、自分に合った服を着る楽しみ、選ぶ楽

しみを提供します。介護経験のある登録スタッフ

による、ユーザーの視点に立ったサービスを提供

します。※やすさ：着やすさ、着せやすさ、生活

しやすさ、選びやすさ 

 

認定者 中藤 友栄（平成 30年 9月認定） 

屋 号 こうのふく 

 

所在地 広島市安芸区瀬野 

ＴＥＬ 080-1925-7340 

ＵＲＬ https://www.kounofuku.net/ 

 

 

①事業計画の策定支援 

 ・経営理念の確立 

 ・競合との差別化 

 ・SWOT分析 

 

②資金調達に係る助言 

 

③営業・広報に係る助言 

 

平成 30年 

1月創業 

 

愛しいペットに高品質なアクセサリーを提案し、キ

ラキラと輝く日々を提供する、グルーデコ®アクセサ

リーの企画・販売事業 

 

・ペット関連企業を通じて、ペットが大好きな方に

対してグルーデコ®を用いた高品質なアクセサリ

ーをお届けし、飼い主とお揃いのアクセサリーや

写真に映える飾りつけなど、愛しいペットとのキ

ラキラと輝く日々を提案します。 

 

認定者 村岡 まゆみ（平成 30年 9月認定） 

屋 号 Mayu Labo 

 

所在地 広島市中区東白島町 

ＵＲＬ https://mayulabo0.wixsite.com/mayulabo 

 

①事業計画の策定支援 

・事業コンセプトの明確化 

・ターゲットの明確化 

・競合との差別化 

 

②営業・広報に係る助言 

 

 

平成 28年 

3月創業 

 

 

 

https://www.kounofuku.net/
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

心も体も美しく！前向きな気持ちで健康的に美しく

なるエステティックサロン『ペチュニア』 

 

・見た目の若さを保つためには、「外見」のケアだけ

ではなく、「若々しくありたいと思う気持ち」や「健

康」も重要です。 

 フルハンドや自然派の化粧品によるエステティッ

クやメンタルケアを通じて、お客様に幸福感を感

じていただきながらストレスを緩和することで、

何事にも前向きで若々しく過ごす「気持ち作り」

をお手伝いします。また、豊富な知識と経験によ

る生活習慣改善などの健康維持のお手伝いによ

り、心も体も美しく健康的な生涯を送りたい女性

を応援します。 

 

認定者 山本 陽子（平成 30年 9月認定） 

屋 号 ＰＥＴＵＮＩＡ 

 

所在地 広島市安佐南区長束 

ＴＥＬ 090-6439-4271 

ＵＲＬ https://www.petunia-0209.com/ 

 

①事業計画の策定支援 

 ・事業コンセプトの明確化 

・商品サービスの整理 

 ・SWOT分析 

・財務計画の策定 

 

②資金調達に係る助言 

 

③税務・経理に係る助言 

 

④販売促進に係る助言 

 

⑤補助金・助成金活用支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年 

2月創業 

 

くらしを見つめ、利用者の視点と新たな発想でデザ

イン経営の実現を支援する、新規事業・新商品開発

コンサルティングとブランディング事業 

 

・長年の海外生活で培ったデザインの知識と感性を

日本の伝統産業等に活かし、前提にとらわれない

潜在的なニーズの掘り起こしと、ブランディング

を見据えたコンセプト開発、購買者目線によるプ

ロダクトイノベーションにより、企業の競争力を

高める「デザイン経営」の実現を支援します。 

 

認定者 上本 寛子（平成 30年 12月認定） 

屋 号 クルーズデザイン 

 

所在地 広島市中区基町 12-5  

あなぶき広島紙屋町ビル 7F 

ＴＥＬ 080-2941-3232 

ＵＲＬ https://www.cruisedesign.jp/  

 

①事業計画の策定支援 

 ・経営資源の整理 

・SWOT分析 

 ・財務計画の策定 

 

②販路開拓に係る助言 

 

③他機関支援制度活用の助言 

 

平成 29年 

1月創業 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

均整の取れた美しさや不調の起こりにくい身体作り

を通して心身のバランスを整える「美整体ヨガ」を

展開し、ビューティフルエイジングを実現 

 

・身体のアンバランスを見つけ、オーダーメイドに

よるヨガレッスンによって、均整がとれ、美しく、

不調の起こりにくい身体作りを目指す「美整体ヨ

ガ」を展開し、心身のバランスを整えるお手伝い

をすることで、お客様のビューティフルエイジン

グを実現します。 

 

認定者 越智 ゆかり（平成 30年 12月認定） 

屋 号 パーソナルヨガ広島 

 

所在地 広島市中区広瀬北町 3-11  

 SO@Rビジネスポート 

ＴＥＬ 080-3050-2466 

ＵＲＬ https://www.biseitai-yoga.jp 

 

①事業計画の策定支援 

 ・商品サービスの整理 

 ・財務計画の策定 

 ・競合との差別化 

  

②税務・経理に係る助言 

 

③他機関支援制度活用の助言 

 

平成 30年 

4月創業 

 

空家の適正な資産価値の維持・回復と、徹底した情

報公開、親身な相談対応で、特定地域の空家流通を

活性化する不動産仲介業 

 

・特定地域の安価な空家について「資産価値の維持・

回復サービス」「対象家屋、設備、地域、周辺環境

まで含めた徹底した情報公開」「物件売買に伴う親

身な相談対応」などのサービスを行うことで“放

置されれば売れない空家”を“充実したサービス

で売れる空家”にし、空家流通を活性化します。 

 

認定者 林 洋一（平成 30年 12月認定） 

商 号 株式会社空家売却マネージメント 

 

所在地 広島市中区上八丁堀 7-1  

ハイオス広島 507 

ＴＥＬ 082-207-4360 

ＵＲＬ https://akiyamanage.co.jp/ 

 

 

①事業計画の策定支援 

・SWOT分析 

・事業領域の明確化 

・競合との差別化 

 

 

 

平成 30年 

9月創業 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

広島県産フルーツを副原料としたクラフトビールの

製造・販売 

 

・地元安佐北区亀山の良質な地下水を活かし、広島

県産フルーツなどを副原料としたクラフトビール

の製造・販売を行います。甘夏や梨、柚子、牡蠣

など、広島県内産品の魅力をクラフトビールで表

現し、広島の名産品を安佐北区から発信します。 

 

認定者 平本 祐也（平成 30年 12月認定） 

商 号 広島北ビール株式会社 

 

所在地 広島市安佐北区亀山 9-1-4（醸造所） 

ＴＥＬ 082-557-4398 

ＵＲＬ https://www.hiroshimakita-beer.com/ 

 

 

①事業計画の策定支援 

 ・商品サービスの整理 

・経営理念の確立 

・SWOT分析 

 ・財務計画の策定 

 

 

 

平成 29年 

5月創業 

 

 

 

「伝えたい事が、分かりやすく、記憶に残る。」徹底

したリサーチ、コンサルテーションから始まるビジ

ネス動画、メディアコンテンツの制作 

 

・これまで企業内で活用されてきた紙媒体のマニュ

アルや会社紹介パンフレットなどをより実用的な

動画で表現するサービスです。徹底したリサーチ

と視聴者視点の企画構成、魅せる技術で、視聴者

には深い理解と記憶を、企業にとっては業務効率

の改善や生産性の向上が期待できます。 

 

認定者 伊藤 暢彦（平成 31年 3月認定） 

商 号 DAIJO株式会社 

 

所在地 広島市中区八丁堀 8-4 

ＴＥＬ 082-228-0222 

ＵＲＬ https://daijo-create.jp/ 

 

 

①事業計画の策定支援 

 ・事業コンセプトの明確化 

 ・競合との差別化 

 ・財務計画の策定 

 

②資金調達に係る助言 

 

 

平成 30年 

11月創業 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

中小食品製造業の製造ラインの効率化を目的とした

自動制御提案営業事業及び金属検出器レンタル事業 

 

・中小食品製造業における製造ラインの自動化・効率

化を、設計からプログラミング、設備設置、調整ま

でワンストップで実現するとともに、異物検査の一

時的な需要増加や故障時の突発的なニーズに対応

するため、中国地域で初の金属検出器レンタル事業

を行います。 

 

認定者 遠藤 隆吉（平成 31年 3月認定） 

商 号 イーエヌコントロール株式会社 

 

所在地 広島市安佐北区口田南 8-13-9 

ＴＥＬ 082-521-5365 

ＵＲＬ － 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

 ・事業コンセプトの明確化 

・SWOT分析 

 ・競合との差別化 

 ・マーケティング 

・財務計画の策定 

 

②税務・経理に係る助言 

 

③契約に係る助言 

 

④補助金・助成金活用支援 

 

平成 31年 

2月創業 

 

 

 

誰もが簡単に楽しく元気になれる『五味五色』食育健 

康法 

 

・子育て中の母親や高齢者など、健康や栄養面におい

て不安や悩みを抱える方に対し、昔ながらの知恵と

東洋医学の要素をベースにした『五味五色』食育健

康法（食育と生活習慣改善の講座）を提供します。

誰でも簡単に続けることができるカラダとココロ

を整えるセルフケアを支援することで、健康な人を

増やします。 

 

認定者 瀬分 幸子（平成 31年 3月認定） 

屋 号 よつばのおうち 

 

所在地 広島市西区高須台 

ＴＥＬ 080-5623-2843 

ＵＲＬ 

https://ameblo.jp/yotubano-outi/?frm_id=v.myp

age-ameblo--myblog--blog 

 

 

①事業計画の策定支援 

 ・経営理念の確立 

 ・商品サービスの整理 

 ・SWOT分析 

 ・財務計画の策定 

 

②ＳＮＳ活用に係る助言 

 

 

 

平成 31年 

3月創業 
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事 業 内 容 支 援 内 容 備 考 

 

世界中の子どもたちに楽しみながら勉強を！広島で

生まれたカードゲームで世界中がつながる！ 

 
・難しい学習もゲームを活用しながらマスターして
いくことで、子供たちの自主性を育み、ゲームを
通して多くの人と関わる場を提供することでコミ
ュニケーション力の向上を図ります。また、体験
アプリを導入することによりルールを普及させ、
広島生まれのカードゲームを使った世界大会の開
催を目指します。 

 

認定者 日髙 優子（平成 31年 3月認定） 

商 号 株式会社分数大好き 

 

所在地 広島市佐伯区八幡が丘 1-13-21 

ＴＥＬ 082-299-7300 

ＵＲＬ https://www.bunsu-daisuki.jp/ 

 

 

 

①事業計画の策定支援 

 ・事業コンセプトの明確化 

・ブランディング 

 ・事業スケジュールの確認 

 ・事業協力者の確認 

 

②資金調達に係る助言 

 

 

平成 27年 

11月創業 

 

 

 

企業を元気にする。働く人を元気にする。魅力的な

会社作りで多くの人が集まるオアシス的な居場所作

り 

 

・感情を視覚化するオリジナルツール等を用いて、

退職者が多い企業を対象に、企業内の人間関係を

良好にするワークショップを提供します。伝える

能力と傾聴力、承認しあう気持を育成し、フォロ

ーすることで、会社を魅力的で働きたい場所に変

え、健やかで、暮らしやすい社会を実現します。 

 

認定者 松村 真奈美（平成 31年 3月認定） 

商 号 株式会社 JOYクリエイト 

 

所在地 広島市中区本通 7-29 

ＴＥＬ 082-236-7691 

ＵＲＬ https://www.joy-create.co.jp 

 

①事業計画の策定支援 

 ・新商品のコンセプト整理 

・ターゲットの明確化 

 ・財務計画の策定 

 

②他機関支援制度活用の助言 

 

 

 

令和元年 

6月創業 

 

 

 

 


