
 

資料提供(投げ込み) 平成３０年１１月１日（木） 

場 所 津市政記者室 

事 務 担 当 課 

所属 所属 

商工観光部 経営支援課 

（電話０５９－２３６－３３５５） 

経営支援課長 

永田 和幸 

 
～キラキラ輝く創業者さんとの出会い＆創業の魅力を体感～ 

第７回ミナツドエin津の開催について 
 

 創業後間もない方を中心とした創業者や創業準備者に、創業へのスタートアップ支

援を行う実践的な場（創業マルシェ）や、創業の魅力を発信する学びの場（基調講演、

創業講演）を提供し、市域全体の創業機運の醸成を図ることを目的とした第７回ミナ

ツドエ in津を下記のとおり開催します。 

 

記 

１ 日時 

  平成３０年１１月２３日（祝・金） １１時～１４時３０分 

 

２ 場所 

あのつピア（津市あのつ台四丁目６番地１） 

津市ビジネスサポートセンター※、１階ロビー及び２階研修会議室 

※ 津市ビジネスサポートセンターは、創業サポーター ソケッ津（ソケッ津 

については別紙チラシを参照）の事務局であり、創業支援のワンストップ 

窓口です。 

 

３ 内容 

(1) 講演 

① 基調講演 

・講師 株式会社あいあいファーム 代表取締役 木村 修 氏 

・演題 「チャレンジ・イズ・ベスト～人生一度きり～」 

・時間 １１時５分～１２時 

・定員 １００名（事前申込制） 

② 創業者さんの創業講演 

・講師 株式会社喜場 代表取締役 小柴 大地 氏 

・演題 「やり抜くチカラ」 

・時間 １３時～１３時３０分 

・定員 ５０名（事前申込制） 

(2) 創業マルシェ 

創業者４８事業者による物販やサービスの提供（出展者情報については別紙チ

ラシを参照）等 

 



４ 実施主体 

(1) 主催 

創業サポーター ソケッ津（津市、津商工会議所、津市商工会、津北商工会、三 

重県信用保証協会、日本政策金融公庫津支店） 

(2) 共催 

中小企業基盤整備機構中部本部、株式会社津サイエンスプラザ、津市土地開発 

公社 

(3) 後援 

津市教育委員会 

 

５ その他 

各講演には定員がありますので、１１月１６日（金）１７時までに電話もしくは

ホームページの応募フォームからお申し込みください。 

 （申し込み・問い合わせ） 

  津市ビジネスサポートセンター経営支援課 ０５９－２３６－３３５５ 

 

 



主催：創業サポーター ソケッ津（津市、津商工会議所、
      津市商工会、津北商工会、三重県信用保証協会、
　　　日本政策金融公庫津支店）
共催：中小企業基盤整備機構中部本部、
      株式会社津サイエンスプラザ、津市土地開発公社
後援：津市教育委員会

検索ミナツドエ◆ミナツドエについて詳しくは…

あのつピア
（津市あのつ台四丁目６番地１）

場所

キラキラ輝く

創業者さんとの出会い＆
創業の魅力を体感！

~

ソケッ津
創業サポーター

プロ ジ ェ ク ト

津市内で創業した新しいお店が大集結！各種お得な体験

や情報 ・ サービス、 おいしいランチやお菓子等を取りそろえ

てお待ちしています♪

飲食 （弁当、 パン、 クッキー、 コーヒー等）、

フィットネス、 美容 （ネイル等）　…and MORE ！

１１：０５～１２：００

主な出展内容

「チャレンジ ・ イズ ・ ベスト
　～人生一度きり～」
木村　修　氏
（株式会社あいあいファーム　代表取締役）

創業者さんの

１３：００～１３：３０

定員５０名

事前申し込み制
「やり抜くチカラ」
小柴　大地　氏
（株式会社喜場　代表取締役）

　　　　　　　　1987 年、 「伊賀の里モクモク手
づくりファーム」 を作り上げる。 ユニークな手
法と情熱で、 業界で 「モクモク」 の名を知ら
ないものはいない規模にまで成長させた。
2018 年、 同社を退社し、 同年、 「あいあい
ファーム」 （沖縄県） を創業。 経済産業省か
ら 「地域おこしに燃える人」 など多数受賞。

Profile

Profile
　　　　　　　　2016 年、 津

市大里に株式会社喜場を

設立。 ホエイ生パスタの製

造 ・販売とパスタ専門店の

運営を行う。

定員１００名

事前申し込み制

１１：００～１３：３０１１：００～１３：３０

※イベントの内容については、予告なく変更になる場合があります。※イベントの内容については、予告なく変更になる場合があります。

津市ビジネスサポートセンター
経営支援課

11 月 16 日　　17 時までに電話もしくはホーム

ページの応募フォームからお申込みください。

講演申込方法

創業マルシェ出展者

情報等はコチラ♪

応募フォーム

☎申込 ・ 問い合わせ先

金



~

主催：創業サポーター ソケッ津（津市、津商工会議所、津市商工会、津北商工会、
　　　三重県信用保証協会、日本政策金融公庫津支店）
共催：中小企業基盤整備機構中部本部、株式会社津サイエンスプラザ、津市土地開発公社
後援：津市教育委員会

検索ミナツドエ

ソケッ津
創業サポーター

プロ ジ ェ ク ト

☎問い合わせ

創業マルシェ出展者

山のうえの小さなお店
えんがわ 農家の直売 重兵衛 salon de bianca Cony's Cafe 米粉cafe Y×3

Dolce Eri COVOPAIN 整理収納ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ
じゅんこさん

Sweets&Lesson
Reve de mi-yu Mimi

flower muse ｶﾗｰｾﾗﾋﾟｰ
色鳥～いろどり～

ｸﾏｹｱｴｽﾃ
Callas

水谷東洋整体院 企業組合高野尾ﾖﾓｷﾞ会 菓子工房 Ronde happy bear Sweets･かえるはうす ｒog salon ra･la･la ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ
Re:set

旬彩工房
にぎやか畑

ｱﾝﾃｨｰｸ着物
100年古民家 Mittoishi

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
KENKODO

針と糸仕事
toito hari ひまわりｺﾐｭﾆﾃｨひろば ﾓﾝﾅﾄﾘｴ☆しゅしゅ

和ｶﾌｪ･古着物
笹の葉 ｶﾚｰの久兵衛 Beauty Salon

Le Diamant
ﾋﾌﾟﾉｾﾗﾋﾟｰ
ao akua

ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ
Lapêche 革小物 miju

一緒に笑い隊 ! うどん･そば処
きのさき 節知 - せち - 谷川流 Sokua津

ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ
ﾌﾗﾜｰｻｰｸﾙ

ｵｰｷｯﾄﾞ

キラキラ輝く
創業者さんと
出会おう！

キラキラ輝く
創業者さんと
出会おう！

HP でも内容を
CHECK ！

HP でも内容を
CHECK ！

場所：あのつピア（津市あのつ台四丁目６番地１）

Beauty&Health
BH-apple

ﾘﾝﾊﾟｻﾛﾝ
Poco A Poco

Hair&Make produce
SAKINTOKO

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ・ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｾﾙﾌ伊倉津

ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ
Triple G Project

ﾈｲﾙｻﾛﾝ&ｽｸｰﾙ
株式会社ﾙｷﾅ

杉焼き料理体験工房
CEDAR WORKS

女性のﾏﾅｰと着付け教室
Style up school

ｴｽﾃﾃｨｯｸｻﾛﾝ
Gracia

ワイワイワイ

KIDS LESSON
MANA

YOROKOBA FACTORY

津市ビジネスサポートセンター経営支援課津市ビジネスサポートセンター経営支援課



始めの

一歩

不安

払拭

意思

確立

創業

実現

創業サポーター が らせます！
ソケッ津は、津市で創業を目指す方々を総合的にサポートするため、市内の公的
支援機関※によって構成された創業支援組織です。創業を目指す方々の準備か
ら、資金調達、創業、創業後までを、ソケッ津構成メンバーそれぞれの強みを活か
し、サポートします！

※ ソケッ津は、津市、津商工会議所、津北商工会、津市商工会、日本政策金融
公庫津支店、三重県信用保証協会により構成されています。

①交流の場
ビジネス
カフェ

②相談の場
創業
相談

③学びの場

つ創業塾
④実践の場

ミナツドエ

＜創業サポートメニュー＞

ソケッ津事務局（津市ビジネスサポートセンター）

（月～金曜日の8時30分～17時15分〔祝、休日、12月29日～1月3日を除く〕）



起業を決意したものの何から始めたらい
いか分からず、ネットでいろいろ調べている
なか、ソケッ津のことを知りました。それから
すぐに事務局に相談の電話をしましたね。
私は、創業相談、ビジネスカフェ、創業
塾、ミナツドエのすべてを活用しましたが、
特に、創業相談とビジネスカフェがよかった
ですね。不安なことや分からないことはな
んでも創業相談で解決しましたし、ビジネ
スカフェを通じて、同じ想いを持つ多くの仲
間を作ることができました。
起業をお考えの方は、ソケッ津をフル活
用すべきですね。

① 創業へのはじめの一歩！創業者交流会『ビジネスカフェ』
創業希望者と先輩創業者との交流の場です。同じ想いを持つ方々と
のネットワークづくりにご活用ください。

② 創業への不安払拭！『創業相談（無料）』
創業に関するさまざまな悩み、課題等を相談する場です。ご相談は、
経験豊富な、創業支援の専門家が対応いたします。

③ 創業に必要となる知識の習得！『つ創業塾』
創業時の手続き、プロモーション等、創業に必要となる知識を習得す
る場です。また、講義を通じてビジネスプランを作成します。

④ ビジネスの実践、あなたのお店や商品を市民にPR！『ミナツドエ』
あなたのお店や商品を、市民に知っていただくための、創業者に特化
したビジネス展示・発表会です。

ソケッ津事務局（津市ビジネスサポートセンター 経営支援課）
〒514-0131 津市あのつ台4-6-1 あのつピア１階
☎２３６－３３５５ 📠２３６－３３５６

✉info@ipc.city.tsu.mie.jp

＜創業者の声＞

＜創業サポートメニュー＞

Triple G Project 服部 公敬 さん
「生まれ育った三重県をトレーニン
グの力で、より元気にする」をテー
マに、平成29年9月、完全予約
制のパーソナルトレーニングジムを
津市雲出本郷町にオープン

レストランでデザート作りを学び、自分の
お店を持ちたいと考えるようになりました。
そんなとき、タイミングよく創業塾のことを知
り、参加することに。創業塾は、知識の習
得だけでなく、事業計画書をしっかり作り、
発表する内容になっていたので、本当にた
めになりました。
あと、少しでも多くの人にお店を知っても
らいたいと考え、12月3日（平成29
年）に開催されたミナツドエに出展したの
ですが、お店のオープンが12月10日だっ
たで、スィーツの販売やレジ打ち等、オー
プン前のいい練習にもなりました。

sweets shop Y×3 山岡 陽子 さん

平成29年12月、三重県産の米
粉を使ったグルテンフリーの「米粉
スィーツ専門店」を津市寿町に
オープン

トリプルジープロジェクト スィーツショップワイワイワイ

津市ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
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