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創業事例０１ Flower the Day
毎日に「うれしさ」を…魅力的なお花をお届けします
○
事業所名：Flower the Day
（ﾌﾗﾜｰ ｻﾞ ﾃﾞｲ）
代表者名：池田 祐美子
事業概要：フラワーショップ
ペット供養花専門 Web ショップ
創業年月：2020 年 1 月
所在地 ：戸田市笹目南町 1-2 コーポブリッヂⅢ1 階
ＴＥＬ ：080-9812-8787
ＵＲＬ ：https://www.flowertheday.com
ＭＡＩＬ：flower.theday.8787@gmail.com
【事業紹介】
戸田市笹目南町のフラワーショップです。落ち着いた
雰囲気の店内でゆっくりお花を選んでいただけます。
Flower the Day では花の品質（新鮮さ、産地）にこだ
わると同時に、思わず手に取りたくなるような「魅力的
なお花」をお届けしています。そして、普段の何気ない
毎日に「うれしさ」をちょっと足してくれる、そんな花
屋を目指しています。お客様の好みや用途を丁寧にお聞
きして、その日のシーンにぴったり合うフラワーギフト
を提案するとともに、ペット供養の花専門 WEB ショップ
「Flower the Pet」も運営しており、当店はその実店舗
でもあります。
おすすめの商品は予約制のフラワーアレンジメントで
す。お客様のイメージや贈り先様の好み、お渡しするシ
ーンなども詳細にお聞きして、イメージに合ったお花を
コーディネートしています。
ご自宅用の花やサロン、飲食店などにも利用していた
だいており、「花もちがいい」「珍しい花やドライフラ
ワーも 1 本から選べるから楽しい」と大好評です。
【創業者インタビュー】
以前は企業の事務職として働いていましたが、30 歳の時に花の世界に入りました。都内の生花店に 7
年、花き市場で 2 年ほど働いたのち独立しました。今後は美しさと長もちを両立したギフトやオリジナ
リティのあるドライフラワー商品を中心に、「自分も欲しくなるようなフラワーギフト」をご提案して
いきたいと考えています。また、ペット供養専門の WEB ショップ部門についても商品展開を増やしてペ
ットと人の心に寄り添って悲しみを癒すための「お役に立てる花屋」として成長していきたいです。
創業・ベンチャー支援センター埼玉へは、まだ創業についてぼんやり考えている段階から通っていま
した。開業の心構えや創業計画書の作成指南、融資についてご相談に乗っていただきました。ひとりで
考えているだけでは進まない物事を動かす後押しをしてくださり、大変感謝しております。今後もネッ
トショップ運営や店舗経営についてなど、幅広くアドバイスをいただきたいと思っています。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
はじめて相談にいらしたときには、すでに事業計画書を作成されていました。最初は家賃の不安もあり
ネットショップを立ち上げられましたが、やはり店舗を持つ夢を実現させたいと、物件をご自身で探し
て、あれよあれよという間に実店舗を開店されました。常に事業計画書を作って、検討して、熟考しなが
ら進められたことが現在の成功につながっていると思います。店舗は池田さんのお人柄がうかがえる素敵
なお花屋さんで、開店当初から人気店になりました。これからも頑張ってください。
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創業事例０２

パティスリー ルミエール

地域で親しまれる“小さな”洋菓子店
事業所名：パティスリー ルミエール
（ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾙﾐｴｰﾙ）
代表者名：新井 勇麻
事業概要：洋菓子店
創業年月：2021 年 8 月
所在地 ：川越市的場北 2-12-1
ＴＥＬ ：049-277-5525
ＵＲＬ ：https://patisserielumiere.com
Instagram：
https://www.instagram.com/rumierupateisuri

【事業紹介】
川越市、東武東上線・霞ヶ関駅近く東京国
際大学のキャンパス前に 2021 年 8 月にオープ
ンしました。
お店のイチオシはショートケーキ。国産の
甘酸っぱい苺とフワフワのスポンジ、軽い生
クリームで何個でも食べられます。
フルーツタルトは苺やバナナはもちろん、
完熟マンゴー、シャインマスカット、玉みか
んなど店主が厳選したその時期ならではの贅
沢なタルトです。
お店をオープンする前にリクエストの多か
った、モンブランやガトーショコラ、チーズ
ケーキ、今人気のマリトッツォ等どれもおす
すめばかり。ご希望により特注ケーキも承り
ます。定期的にタイムセールも開催していま
すので、Instagram や Facebook などでご確認
ください。
【創業者インタビュー】
長年、ホテルでシェフパティシエとして勤務していた経験を活かし、自分のお店を持ちたいと考え、
開業にあたってどのような手順で準備をすればよいのかアドバイスを伺いに、創業・ベンチャー支援セ
ンター埼玉を訪れました。自分の強みは何かなど具体的な店のイメージを持つこと、どこに開業するか
が重要なポイントになること、スケジュール感も持って行動することなどポイントを教えていただきま
した。
その後よい物件に出会い開業が具体的になったことから、融資のための事業計画書も見ていただき、
無事融資を受け開業することができました。
ルミエールは、フランス語で灯りという意味です。美味しくてかわいいケーキを揃え、地域に根付い
た洋菓子店を目指します。皆様のご来店を心からお待ちしております。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
新井様は、レストランのシェフパティシエとして勤務されたあと、地元川越で自分のお店を持つとい
う夢を実現されました。融資に必要な創業計画書も丁寧に作成され、無事に融資も通りました。また開
業前の改装時に「食べてみたいケーキを教えてください」と書かれた黒板を店舗前に設置したところ、
ケーキの名前で黒板がいっぱいになるなど、楽しい工夫もされていました。開業後は順調に営業中で
す。これからも地元に愛されるお店としてますます発展されることを期待しています。
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創業事例０３

餃子専門店 空 kuu

鴻巣市唯一のこだわり餃子専門店
事業所名：餃子専門店 空 kuu
（ｷﾞｮｳｻﾞｾﾝﾓﾝﾃﾝ ｸｳ）
代表者名：赤穂 穣
事業概要：餃子専門店
創業年月：2020 年 1 月
所在地 ：鴻巣市本町 4 丁目 3-11 ベスト店舗 2 階
ＴＥＬ ：050-3704-9339
ＵＲＬ ：https://twitter.com/kuu35196826
営業時間：昼の部 11：30～14：00（L.O.13：30）
夜の部 17：30～22：00（L.O.21：30）
定休日 ：月・火
【事業紹介】
餃子専門店 空 kuu は、鴻巣駅東口から徒歩 5 分の
住宅街で、こだわりの餃子を提供しております。
20 年かけて各地の餃子を食べ歩き、自分がおいし
いと思える餃子を試行錯誤のうえ作り上げました。
「餃子は皮を食べるもの」。店主のこの餃子に対す
る強い思いから「焼き」と「茹で」で小麦粉は変え
ています。「焼き」は香ばしさを、「茹で」は弾力
を重視しています。
【焼き餃子のこだわり】
・焼き餃子の皮は北海道産の強力粉「春よ恋」を
使用
・肉餡には旨味の強い豚うで肉を使用
厨房で粗挽きし、塩麹で旨味を、セロリで
清涼感を加えています
【茹で餃子のこだわり】
・茹で餃子の皮は香川県産の中力粉「白椿」を
使用
「ちゅるん」な舌触りがたまりません
・肉餡には秋田県産の名産「塩魚汁しょっつる」
で魚介の旨味を加えます
【創業者インタビュー】
餃子専門店空 kuu は、「料理を作り友人に振る舞い、喜んでもらう」ところから始まりました。開業
した今でも、「お客さまに喜んでいただく」を一番のモチベーションとしています。お店の準備や深夜
に及ぶ仕込みの苦労も、お客様に喜んでいただければ帳消しになります。
創業・ベンチャー支援センター埼玉のアドバイザーには、開業前の 2018 年から将来店舗を持つための
アドバイスをいただきました。開業直前にも税務関係やアルバイトを雇う相談をさせていただきまし
た。
2020 年 1 月に開店した当初は、運営やお客様対応に不安がありましたが、多くのお客さまにご支持を
いただき、現在はリピーターの方も増えています。当店は今後も地元の鴻巣市に根ざしたお店作りをし
ていきたいと考えています。鴻巣にお越しの際は、ぜひご来店ください。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
飲食店経験のない状態からスタートして創意工夫を重ねる姿勢は、必ずや多くのファンを獲得してい
くものと確信しています。目指せ「餃子の鴻巣！」
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創業事例０４

株式会社 家組

家がいい、ふとそう思う空間を提案いたします
事業所名：株式会社 家組
（ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ｲｴｸﾞﾐ）
代表者名：田村 祥子
事業概要：リフォーム、リノベーション、プランニング、
既存住宅診断、セカンドオピニオン
その他建物に関するアドバイザー
創業年月：2020 年 2 月
所在地 ：新座市北野 2-13-10
ＴＥＬ ：080-8864-0002
ＵＲＬ ：https://iegumi.com
ＭＡＩＬ：s.tamura@iegumi.com
【事業紹介】
株式会社家組は、住まいのリフォーム・リノベーション
工事を手掛ける建設会社です。
「家にいよう！」家は人が何気ない毎日を過ごす大切な
場所です。その毎日を居心地の良い空間で過ごせるか。そ
れを実現するのは斬新なデザインや先進の機能ではなく、
住む人が無理せず過ごせる「程々の家」であることだと思
います。
家組はいかに快適に過ごせるかを考えて、お客様の夢の
空間づくりに努めています。職人たちと一つの「組」にな
りプランニングから現場の施工まで一貫して手掛けます。

【創業者インタビュー】
就職について祖父に相談したところ「衣食住に関わる仕事が良いのでは」と言われ、建設業界に就活を
し、ゼネコンに入社。建築現場に配属され現場監督として経験を積みました。初めの頃は「女性」という
だけで職人からは相手にしてもらえないこともありましたが、仕事と並行し専門学校の夜間コースに通
い、二級建築士を取得しました。資格を取得すると職人の見る目も変わり、信頼関係を築けるようになる
と現場をスムーズに動かす事ができ、やりがいを感じられるようになりました。ゼネコンよりもよりお客
様と直接会話ができる木造の注文住宅を学びたいと考え転職。その後、一級建築士の資格をとりました。
経験を積むほどやりがいを感じ、生涯現役で現場に出たいと思い独立を考えました。
独立するにあたり、創業・ベンチャー支援センター埼玉の個別相談で株式会社の設立、税金や社会保険
関係についてアドバイスを頂き、2020 年 2 月に起業できました。現在は、継続的に経理や決算などの相
談をさせていただき、大変助けられています。
建築現場の現場監督は、いろいろ細かい管理以上に、職人さんとのコミュニケーションはもとより現場
のモチベーション維持がとても大切な仕事です。私は女性の方が現場監督は向いていると思っています。
建築現場で働く女性がもっともっと増えて、快適で気配りのある、愛の溢れる家が増えていくと良いと、
考えております。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
創業２年で着実に実績を伸ばしつつあり、今後の展開が大いに期待されます。一級建築士の資格を活か
して業界に新風を吹き込んでください。
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創業事例０５

JOYKS DESIGN 事務所

お客様の「喜び」をデザインする。
事業所名：JOYKS DESIGN 事務所
（ｼﾞｮｲｸｽﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾞﾑｼｮ）
代表者名：大藤 友美子
事業概要：デザイン事務所
創業年月：2019 年 3 月
所在地 ：行田市行田 18-20
ＴＥＬ ：080-6251-0573
ＵＲＬ ：https://joyks-design.com
ＭＡＩＬ：info@joyks-design.com
【事業紹介】
JOYKS DESIGN 事務所は、「デザインで起業を応援サ
ポート」をコンセプトに、お客様の熱い想いを精一杯応
援し、一緒に商品・サービス・ブランドをつくるお手伝
いをすることで、「夢」や「目標」を形にします。
主な事業である「起業応援サポートパック」では、
「デザインで起業を応援サポート」をコンセプトに、
これから開業される方や開業されて間もない方のため
に、ブランドコンセプト設計・ロゴデザイン・名刺デザ
イン・ホームページ制作をトータルにサポートします。
その他、「中小企業の為のブランディングサポート事
業」「商品開発サポート事業（ファッション／アパレル
デザイン、プロダクトデザイン）」など様々なデザイン
に関係する事業を展開しています。
「ブランディングサポート事業」では、単に見た目が
綺麗なだけのデザインではなく、お客様のビジョンや経
営理念を元に、マーケティング戦略～コミュニケーショ
ン戦略まで、強いブランド作りを、意図的かつ継続的に
支援しています。また、「商品開発サポート事業」で
は、商品の根幹を担うコンセプト創りに徹底してこだわ
り、コンセプト設計～機能設計～意匠／デザイン～商品
化までを一貫して支援しています。
【創業者インタビュー】
会社員時代は、時計や衣料のデザイン・海外キャラクターの国内への商品化など、様々な分野のデザ
インに関する仕事を経験しました。その経験を活かし 2019 年 3 月に当事務所を立ち上げました。
事務所名の由来は、「お客様の『喜び』をデザインする」「自分の携わったもので『喜び』の輪を広
げる」そして「つなげる存在であり続けたい」という想いから「Joy+Thanks」の単語を合わせた「JOYKS
DESIGN（ジョイクスデザイン）事務所」と名づけました。
当事務所では、お客様に寄り添いながら、やりたい事やイメージを、丁寧に時間をかけてヒアリング
して、デザインしていくことを心がけています。お客様のやりたい事を形にできて、デザインを通じて
売上や認知度の向上につながれば、大変うれしいと思います。
現在は、行田市のステッカー制作や、食品メーカーのロゴ・パッケージデザイン、飲食店のチラシ・
看板デザイン、ネイルシールのデザインなど様々な仕事をしています。今後は、企業とコラボレーショ
ンしたプロダクトデザインなど業務の幅をさらに広げていきたいと思います。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
大藤さんの強みは抜群のデザイン力です。出産育児をきっかけに個人で開業され、地元行田市に根差し
た仕事を指向されるようになり、商工会に入会したことをきっかけに、お店や企業からの注文も増えてき
ました。今後は子育てとのバランスを取りながら、プロダクトデザインも是非再開して欲しいです。
5

創業事例０６

UP COFFEE

コーヒー片手に、誰もが笑顔になれる場所
事業所名：UP COFFEE（ｱｯﾌﾟ ｺｰﾋｰ）
代表者名：溝口 奈々
事業概要：飲食店（喫茶店）
創業年月：2020 年 8 月
所在地 ：さいたま市大宮区吉敷町 2-123
ＴＥＬ ：048-856-9689
ＵＲＬ ：https://upcoffee.jp
Instagram：https://www.instagram.com/upcoffee.jp
【事業紹介】
大宮・氷川神社参道沿いに位置するヴィーガンスイー
ツ（卵や乳製品を使わず、植物性食品のみで作られたス
イーツ）が楽しめるコーヒーショップです。
店主は子育て中のママでもあり、お子様連れにも安心
できる空間を目指し、ベビールーム、ベビーカーで入れ
るトイレとオムツ替え台、巨大なロールペーパーにお絵
描きができるキッズスペースなどを完備しています。
店内 14 席ある椅子はアンティーク家具などから選ん
だこだわりの空間。また、お店の入口にドッグ用リード
フックもありますので、愛犬とご一緒にお立寄りいただ
けます。ドリンクは、東京・清澄白河の「オールプレス
エスプレッソ」の豆を使用したラテや、紅茶、キッズジ
ュースなど幅広くご用意。ディカフェや豆乳ミルクへの
アレンジも可能です。また、Food メニューはコーヒーに
ぴったりの焼き菓子をご提供しています。
ケヤキ並木が続く氷川参道のお散歩ついでに、リラッ
クスした時間をお過ごしください。

【創業者インタビュー】
有名コーヒーチェーン店に 14 年勤務し、広報・マーケティングも担当しましたが、ターニングポイン
トになったのは「出産」でした。「子供に楽しそうに働く姿を見せたい、そのためにどんな働き方ができ
るだろう」。また、自身のしんどかった産後期間を振り返って、“ママ達の居場所を作りたい”という思
いが止められなくなり、仕事を続けながら物件探しを始めました。「これは逃せない」という物件に出会
ったのは、コロナ禍に突入した時期でしたが、創業・ベンチャー支援センター埼玉のアドバイザーに、事
業計画や融資、補助金などの相談に熱心に乗っていただき、開店後は想像以上に沢山のお客様に来店いた
だくことができました。
UP には『元気』『幸せ』という意味があります。常に笑顔と会話があふれ、人と人とのつながりが生
まれる。誰にとっても信頼できるそんな場所。コーヒーを片手に過ごすここでのひとときで、お客様の気
持ちを少し上向きにできたらいいなという想いで日々お店に立ち、「一人一人とのコミュニケーション」
を大切にしています。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
いつも朝から大人気のお店ですが、創業のスケジュールはコロナ禍と重なってしまうという大変な状況
でした。このため当初は想定外の要素での計画変更を余儀なくされたため、それら諸課題の整理と解決を
中心とした支援を行わせていただきました。何よりコロナ禍という困難を乗り越えられたのは溝口様の創
業にかける熱い思いと、常に前向きの考え方があったからだと思います。今後は「これからカフェを始め
たい」と思われる方に勇気を与えられるようなお店に成長していってほしいと思います。
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創業事例０７

Ｍay's ciel（メイズシエル）

一人ひとりのライフスタイルに合わせたスタイルを叶えるヘアサロン
事業所名：Ｍay's ciel
（ﾒｲｽﾞ ｼｴﾙ）
代表者名：酒井 麻由加
事業概要：美容室
創業年月：2019 年 5 月
所在地 ：川口市幸町 2-2-16
クレールマルシェ川口 201
ＴＥＬ ：048-229-5399
ＵＲＬ ：https://may-s.info
Instagram：https://www.instagram.com/maysciel
【事業紹介】
May's Ciel は JR 線川口駅東口から徒歩 6 分の場所に
あります。白を基調としたシンプルな空間に明るい木目
調のインテリア、広々とした店内では周りを気にしない
プライベートサロンのような落ち着いた空間で、ゆった
りとお過ごしいただけます。
カウンセリングから仕上げまでを専属のスタイリスト
が担当します。女性ならではの目線で、髪や頭皮の悩み
などを伺い、一緒に解決していけるような提案、ホーム
ケアの仕方などをお伝えし、より良い髪や頭皮にしてい
けるようにお手伝いいたします。
個人店でお客様としっかり向き合う時間があるからこ
そ、ご希望に沿ったご提案をし、これからのこともしっ
かり考えさせていただきます。
さらに、フルフラットになる YUME シャンプーベッド※
の特別なシャンプータイムで至福のお時間をお過ごしく
ださい。（※スパにいるようなリラクゼーションを、サロ
ンのシャンプーで提供でき、フルフラットになることが
特徴のスパシャンプーベッドです）
【創業者インタビュー】
美容業に９年間従事し、たくさんのお客様にもご指名いただけるようになりました。
一人一人のお客様の満足度をより高めたいと思った時、お店で提供する薬剤や商材を自分で選びた
い、より良いものを自信を持って提供し、お客様にも頭皮や髪のことをしっかり考えてもらいたいとい
う想いが募り、開業準備を始め、創業・ベンチャー支援センター埼玉へ相談に伺いました。
ウェブサイトの制作や集客、融資や補助金について相談し、事業計画書作成の仕方などとても丁寧に
何度もアドバイスいただき、本当に心強い思いでした。
店名の由来は、５月オープンの May、自分の誕生日も５月といくつか意味を持っているので May's に。
Ciel【そら】という単語は、親しまれやすいという意味もあり、来ていただいた方に、よりリラックス
した時間を過ごして欲しいという意味を込めています。
マンツーマンのサロンで、他のお客様を気にせず、美容のお悩みだけではなく、日々の疲れやストレ
スを発散してもらえる、そんなリラックスした空間をご提供していきたいと思っております。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
自分のお店を持ちたい！という若者らしいストレートな気持ちが伝わる事業計画を携えてこられた
酒井様の思いベースに、一つ一つの要素を具体化し、実現可能性の高いビジネスプランに仕上げるご支
援をさせていただきました。その結果、ご自身の思いを具現化された、明るく素敵なお店ができあがり
ました。これからも継続して応援していきますので頑張ってください。
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創業事例０８

株式会社 Tao Corporation

欲しかったのは、スーツに似合う帽子
事業所名：株式会社 Tao Corporation
（ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ﾀｵｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ）
代表者名：村田 里依
事業概要：スーツや制服に似合う仕事中でも違和感
なく被ることができるケア帽子「Tao
Caps（タオキャップス）」を販売
創業年月：2021 年 5 月
所在地 ：狭山市富士見 1-17-5
ＴＥＬ ：04-2956-7766
ＵＲＬ ：http://tao.raku-uru.jp
ｍａｉｌ：info_tao@xui.biglobe.ne.jp
【事業紹介】
株式会社 Tao Corporation は、スーツや制服に似合う仕事中でも違和感
なく被ることができるケア帽子「Tao Caps（タオキャップス）」を販売し
ています。抗がん剤治療等の理由で脱毛や薄毛となった方が、ウィッグの
代わりに被る帽子で、治療と仕事を両立しキャリアを諦めない生き方を応
援する為に開発しました。頭頂部を開口した独特のデザインで長時間着用
による蒸れを大幅に軽減。さらに地肌に直接触れても柔らかい「ヴィスコ
ースシルク」を採用。キャリアを諦めない方々へ、働きながら被っていら
れる帽子をご提供しています。

【創業者インタビュー】
8 年前、私は乳がんを宣告されました。発見された時に腫瘍は 8cm もあり、直ぐに抗がん剤治療が始ま
りました。髪の毛だけでなく眉毛や睫毛も抜けてしまう厳しい副作用。それでも、当時 9 歳と 2 歳の子
供達を置いて死ぬわけにいかないと気持ちを奮い立たせ、仕事と治療の両立を続けました。職場にはウ
ィッグを使って出勤していましたが、長時間被り続けると汗で蒸れてしまったり、皮膚がかぶれてしま
い、化粧室で一度外して被りなおしたりしていました。「長時間被っていても締め付けられず、スーツ
に似合うケア帽子があったら良いのに。働く意志のある者が働き続けることができる共生社会の実現を
目指したい。」そんな想いをぼんやりと抱きながら過ごしていた 2019 年 8 月、右脇リンパ節への転移が
解りました。「この想いを実現するには今しかない！」と決断したのが創業のきっかけです。
2021 年 5 月に会社を設立。本格的に事業を開始するにあたり、創業・ベンチャー支援センター埼玉の
「女性創業スタートアップ塾 2021」を受講しました。5 日間で、ビジネスプランの構築からマーケティ
ング、資金繰り、販路開拓に至るまで幅広く学ぶことが出来ました。また、個別相談を通じてアドバイ
ザーの先生方に不安な部分を教えていただいたり、励ましていただいたりして、「一人じゃないんだ」
と実感しました。起業には勇気が必要ですが、「困った時にはいつでも相談にのってくださるアドバイ
ザーの方々がいらっしゃる」というのは、本当に心強いですね。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
株式会社 Tao Corporation さんは、ご自身のがん治療の経験をもとに商品を開発し、創業されまし
た。「女性創業スタートアップ塾」においては、商品が本当にお客様のニーズに応えているのか、それ
をどのようにお客様に伝えていくのか、を繰り返しお話しさせていただきました。厳しい指摘にも果敢
に、明るく挑んでいく姿勢に、事業の成功を感じさせられました。
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創業事例０９

株式会社 CORERAL

“海なし県”からリーフアクアリウムビジネスの創出
事業所名：株式会社 CORERAL
（ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｺｱﾗﾙ）
代表者名：徳永 智
事業概要：人工ライブロック・サンゴ陸上養殖、法人向け
レンタルなどリーフアクアリウム関連事業
創業年月：2021 年 12 月
所在地 ：さいたま市北区日進町 2-550
ＴＥＬ ：090-9378-9956
ＵＲＬ ：https://coreral.com
Ｅメール：info@coreral.com
【事業紹介】
当社は家庭内水槽でサンゴを含む海洋の生態系を再現する
リーフアクアリウムに関する事業を手掛けています。
気候変動の影響により、サンゴの生育環境は危機に瀕して
います。国内で流通するサンゴや海中景観を再現する自然岩
（ライブロック）の大半は天然採取または海洋養殖となって
おり、当社では環境保護の観点より陸上養殖による人工シフ
トに取り組んでいます。
人工ライブロックは、炭酸カルシウムを主材とする無機材
料で成形した擬岩を人工海水に約３カ月間浸漬培養すること
でバクテリアが付着し、水質浄化機能を有する天然ライブロ
ックの代替品として製造しています。
製造に際しては、障がい者自立支援に取り組む株式会社リ
ズム（川口市）と連携し、同社の事業施設内に養殖プールを
含めた人工ライブロック製造工程を設けるとともに、比較的
障がいの程度が重い方々（生活介護対象）に、擬岩の造形や
着色の工程を担当いただいています。個人の創造性を発揮い
ただくことで、高品質な製品をマーケットに供給することを
目指しています。
今後は、ライブロックの陸上養殖に加えて養殖由来のマザ
ーコーラルから株分け育成して水槽内環境に適した養殖サン
ゴの提供にも取り組んでいきます。
【創業者インタビュー】
高齢化と産業縮小が進むなかで、日本社会は誰もが将来に大きな不安を抱えています。その不安を解
消することは難しいかもしれませんが、知った人が元気を得るような、ユニークでグローバルに勝負が
できるビジネス創出に携わりたい。その思いが創業の原点です。
2018 年に会社を退職し、経営大学院で学び直しをする過程で、自身が理想とするビジネス要件として
以下の 3 つを定義しました。①共通善志向（社会貢献）、②ローカルでスモールから始めるユニークな
ビジネス、③ダイバーシティでイノベーティブな職場環境です。この 3 要件を満たすビジネスモデル
が、リーフアクアリウムビジネスです。
2021 年度の「社会課題の解決につながる創業支援プログラム」へ採択いただいたことが事業化の大き
なフックとなりました。支援対象期間にいただいた様々なアドバイスや人脈の構築は、今後の事業運営
に必要不可欠な財産となっています。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
天然に存在するものを何故人工的に作るのか、その意義を、支援を通じて初めて知ることができまし
た。社会課題解決型事業は、効果が見えるまで時間がかかるため、途中で挫けてしまいがちです。クー
ルな頭脳とホットな行動力でぜひ継続的に活動していってください。私も楽しみにしています。
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創業事例１０

株式会社 KOFKA

飯能市の銘木 西川材を使用した木製品の企画開発プロデュース
事業所名：株式会社 KOFKA
（ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｺﾌｶ）
代表者名：岡本 恒介
事業概要：飯能市の特産品西川材を使った木工製品、工
芸品の展示販売
創業年月：2019 年 10 月
所在地 ：飯能市八幡町 5-4 102
ＴＥＬ ：042-983-4366
営業時間：平日 9：00～17：00/土日祝 8：00～18：00
定休日 ：月曜日（新型コロナウイルスの感染拡大防止
の為営業時間を短縮させていただくことがあ
ります。）
ＵＲＬ ：https://kofka.co.jp
【事業紹介】
株式会社 KOFKA は、飯能市の地域資源である「西川
材」を使用して、オーダー家具、建具受注製造、木工・
クラフト商品製作販売、学校机天板製作販売、学校用品
修理・交換・販売、住宅リフォーム、内装工事、アンテ
ナショップ「KOFKA」運営などを行っています。
良質なスギやヒノキの育成に適している飯能市は、西
川材の産地として江戸時代から多くの木材を生産し、江
戸・東京へ流通させてきました。
現在は「森林文化都市宣言」をした飯能市の事業者とし
て、木や森と共生することや自然と一体となる生活提案
など、西川材の魅力を発信するとともに、地元の祭りの
プロデュースなども行っております。
【株式会社 KOFKA】
K カインドネス、親切、優しさ
O オース、誓い、宣誓
F フォレスト、森林
K キューダス、名声、栄誉
A アペックス、頂点、最高点、
絶頂

【創業者インタビュー】
飯能市、飯能商工会議所、埼玉県、創業・ベンチャー支援センター埼玉など、多くの方のご支援をい
ただき、令和元年 10 月に飯能駅（西武線）・東飯能駅（JR 線）から徒歩８分の場所に KOFKA をオープン
することができました。KOFKA は、埼玉県が補助する埼玉県起業支援金を利用して起業時の資金調達を行
いました。創業後も創業・ベンチャー支援センター埼玉のアドバイザーにお世話になっております。
これからも飯能の人たちとの交流を深めることにより、地域を盛り上げることができる企業を目指す
とともに、地域の未来を支える子供たちや観光客など多くの方に飯能市の魅力を伝えたいと思っていま
す。また、森林文化都市として地元で採れた西川材を使用した学校机を多くの学校に導入し、森の大切
さや環境問題に関する教育の一助となっていきたいです。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
西川材を中心とする飯能市の様々な名産品を知ってもらうことで地域を盛り上げたい、という岡本様
の思いを受け、飯能商工会議所様と連携する形により事業化のご支援をいたしました。このような経緯
から、創業後のお店は地域の人たちが訪れるコミュニティスペースのような機能も果たされており、ご
自身も教育や環境、商店街活性化など多分野でご活躍されています。これからも域内外の方を巻き込ん
だ楽しくユニークな活動を展開されることで、魅力ある地域を作り上げていただきたいと思います。
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創業事例１１ 合同会社ＢＥＮＣＨＥＲ
○○○○○○○○○○○○○
○○秩父さくら湖でカヌーによる自然体感ツアー
事業所名：合同会社ＢＥＮＣＨＥＲ
（ｺﾞｳﾄﾞｳｶﾞｲｼｬ ﾍﾞﾝﾁｬｰ）
代表者名：松本 芳行
事業概要：「カナディアンカヌークラブ Bencher」、
カナディアンカヌーによる自然体感ツアー
の企画・運営
創業年月：2020 年 10 月 ＴＥＬ：090-1609-1392
所在地 ：秩父市下影森 717-14（本社）
秩父市荒川上田野 205（クラブ）
ＵＲＬ ：https://bencher.co.jp
【事業紹介】
合同会社ＢＥＮＣＨＥＲの事業は、カナディアンカヌ
ーによるエコツアー、社名の「ＢＥＮＣＨＥＲ」は、ま
さに「ボートを漕ぐ人」という意味です。
ツアーの特長は、秩父さくら湖でカヌー体験ができる
こと。秩父さくら湖は、日本屈指の巨大ダム「浦山ダ
ム」にせき止められて誕生した人造湖。周辺には森林生
態系の頂点に君臨しているクマタカをはじめ、カワセ
ミ、ホオジロ、イワツバメ、カワウ、トビなど、約８０
種類の野鳥や、野生の鹿・猿などが生息しています。
ツアーは、秩父の自然にふれると共に、浦山ダムの役
割を再認識することで「自然と人間の共生」を考えるよ
いきっかけにもなります。
また、湖でのカヌーは、川や海のように流れのあるア
クティビティと異なります。絶景スポットまでパドルを
漕いだら湖上で一休み。湖の真ん中でのんびり眺める大
自然は最高で、お客様全員に喜んでいただいています。
秩父の街中から車で１０分とアクセスも良好です。
【創業者インタビュー】
大学卒業後、数年間会社員として勤めた後、知人の紹介で小笠原村商工会の経営指導員に転身しまし
た。小笠原村では、日本初のホエールウォッチングを事業化、これは日本のエコツーリズムの幕開けであ
ると自負しています。
経営指導員退任後、（株）カーメイトに入社。アウトドア事業部でドイツからのカヌー輸入などを手掛
け、また会社勤務の傍ら、週末になると荒川上流の玉淀湖で家族や友人とカヌーを楽しみました。
64 歳で退社し、これから何をしようかと考えたとき、浮かんだのが「カナディアンカヌーによるエコ
ツアー」でした。実現までにはいくつものハードルがありましたが、これまでの人脈や秩父市の協力に支
えられ、埼玉県の起業支援金などを活用しながら、何とか 2021 年 4 月に「カナディアンカヌークラブ
Bencher」をオープン。初めてお客様を乗船させることができました。
はじめての起業で大変なことばかりですが、お客様の笑顔には励まされます。いずれ長瀞と並ぶ観光資
源となることを目指して、これからも地元の皆様と一緒に取り組みを広めていきたいと思います。
【創業・ベンチャー支援センター埼玉からのひとこと】
エコツーリズムの先駆者としてのご自身の経験をもとに、人と自然の共生や後継者の育成など教育的な
側面も含まれたうえでの創業計画は、理念・実現可能性とも十分なものでした。一方で、移住にともなう
環境の変化や許認可、資金調達など様々な壁にも直面されたと思います。創べでは諸課題の整理、事業計
画の具体化のほか、埼玉県起業支援金でもご支援をさせていただきました。創業後は埼玉県のシニア起業
事例発表会にもご登壇いただいております。秩父の新たな観光資源としての発展を期待しています。
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