


はじめに

　具体的に創業をお考えのみなさま、近い将来創業しようとお考
えのみなさま、あなたの “夢” が叶うよう、私たちに応援させて
ください。
　このパンフレットは、徳島県信用保証協会を利用して創業を目
指すみなさまのサポートガイドとして作成しました。創業を目指
すみなさまに、少しでもお役にたてれば幸いです。
　徳島県信用保証協会では、事業計画・収支計画・資金計画など
しっかりサポート。本パンフレットを参考に、創業を思い立ったら、
まずはご相談ください。































　事業強力者等は、今後の営業展開や資金面の援助などが
期待できるなど、事業の成否に重要なポイントです。家族
の理解も、困難を乗り越えていくときの支えになってくれ
ます。

⑦　協力者およびネットワーク
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　太陽光発電で電力を賄い、雨水をろ過して使用する
自 然 エ ネ ル ギ ー を 体 験 で き る ゲ ス ト ハ ウ ス
「Earthship MIMA」の運営を行う。

　東日本大震災を神奈川県で経験したことがこの事業
を始めるきっかけで、大規模なインフラの脆さや、原
子力発電によって作られるエネルギーは、想定外のこ
とが起きた時には修復できないのだと知りました。自
分自身の暮らし方を深く見直す中で、地域おこし協力
隊として移住した徳島県の山間部集落内に、自然エネ
ルギーで暮らすことのできるゲストハウスを建設し、
エネルギー自給の暮らしに関心のある人々が訪れ体験
していただければという思いからこの事業がスタート
しました。

●H27.  7月 地域おこし協力隊として神奈川県
  から徳島県にIターン移住
●H28.  11月 とくしま創生アワードファイナリスト選出
●H29.  9月 創業前相談
●H29.  10月 当協会主催
  「まちしごとファクトリー2017」に参加
●H29.  10月 クラウドファンディングで
  アースシップ建設資金一部調達
●H30.  8月 あったかビジネス認定
●H30.  8月 徳島県ふるさと起業家支援プロジェクト採択
●H30.  11月 世界中から集まるアースシップ建設
  滞在型ワークショップ開催
●R1.  7月 アースシップバイオテクチャー社と
  日本総代理店契約
●R2.  6月 創業融資の実行

●業　種： その他の宿泊業
●所在地： 徳島県美馬市美馬町　
●電話番号： 080-8632-6785
●ＵＲＬ： https://www.earthshipmima.com/
●創業日： 平成30年7月

　自然エネルギーやオフグリッドハウスの工法を継続
的に学んだり、気軽に体験できる場を提供していきた
いです。また、現在の建物の隣にミニマムサイズの
Earthshipをワークショップ形式で建設し、ゲストハ
ウスとしての受け入れも強化して展開したいです。

　苦労した記憶はありませんが、チャレンジングなこ
とは山ほどありました。
アメリカ発祥のEarthshipという自然エネルギーハウ
スは、アメリカ人建築家やそのチームの外国人の方々
の協力なしでは建設できないため、建設の過程で彼ら
とのコミュニケーション、文化や考え方の違いをお互
いに理解し合うことはチャレンジの連続でした。また
自然エネルギーでのゲストハウス運営のため許認可が
降りるまで約8ヶ月かかり、その間は視察や見学を受
け入れる形をとりました。

Earthship MIMA

代　表  倉科　智子 氏
ク ラ シ ナ ト モ コ

ア ー ス シ ッ プ ミ マ
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　空き家を活用した古民家カフェ。ランチ営業だけで
なく地域交流拠点となるイベントや教室なども開催。

　学生の頃にカフェの運営やお店の出店など、飲食店
の経営を実際に体験したことがきっかけでカフェの
オープンを目指すようになりました。また、ただ料理
を提供するだけのカフェではなく、地域の方とのコ
ミュニケーションの場であったり、世代を超えた交流
ができる場所（ご縁が始まる場所）としてcaféオリジ
ン（始まり）というお店を作りたいと思いました。

　創業すると決まった時は深い知識がなく、どう進め
ていけば良いのか曖昧でした。店舗が決まった時点で
保証協会に相談に行き、具体的な事業計画書を作成し
進む道へ導いて頂きました。店舗改装ではDIYも取り
入れ、できるだけ予算オーバーがないよう工夫しまし
た。

　自分が描く理想のお店になるまでまだまだ時間はか
かりますが、一歩一歩着実に進んでいきたいと思いま
す。具体的には、イベントや教室を介しての交流の場
を増やしていくことと、将来創業したい人や自分の個
展を開きたいアーティストなど“夢をもつ人”を応援
する場所としても確立していきたいです。

café オリジン
カ フ ェ

●H28.  4月 香川大学卒業後、
  県内企業で飲食・サービスを経験
●R1.  5月 創業前相談
●R1.  7月 あったかビジネス認定
●R1.  10月 創業融資の実行

●業　種： 喫茶店
●所在地： 徳島県名西郡石井町　
●電話番号： 090-5713-9926
●ＵＲＬ： https://localplace.jp/sp/t200493383/
●創業日： 令和元年５月

代　表  中川 有彩 氏
ナカガワ アリサ
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　徳島県初のペット専用の介護施設。ペットホテル・
しつけ教室・犬の保育園・出張訓練のほか犬の健康寿
命を伸ばす運動も行う。

　ペットホテルで預かってもらえなかった寝たきりの
高齢犬を預かることになり、はじめて一般のペットホ
テルでは10歳以上の高齢や障害のあるペットは預かっ
てもらえないと知りました。家庭の事情でどうしても
預けなければならない飼い主さんにとって、介護が必
要なペットを安心して任せられる施設の必要性を痛感
して創業を決意しました。

　還暦主婦の思いついた事業を周囲に反対されるのは
分かっていたので、保証協会へ相談に行きました。創
業の思いを伝えるとその場で事業計画・資金計画・収
支計画を作成していただき納得することができまし
た。その計画内容をセミナーの受講やビジネスコンテ
ストでブラッシュアップし、融資や創業支援補助金、
クラウドファンディングに役立てることができまし
た。強い覚悟に全面的にサポートしていただき、思い
が実現できたことに感謝しています。

　コロナ禍で不安定な社会情勢の中、ペットに癒しを
求めて飼い始める人が増えています。一方で飼い方や
しつけが思うようにいかず飼育放棄する事例も相次い
でいます。飼い主さんとペットが幸せになるように、
子犬のしつけから高齢犬の介護まで、お困りごとをす
べて解決できる施設へと展開していく計画です。ペッ
トとの共生による豊かな人生を応援します。

●H10.  4月 盲導犬育成団体に入職し20年間勤務
●H29.  7月 創業前相談
●H29.  10月 当協会主催
  「まちしごとファクトリー2017」に参加
●H30.  12月 ペットケア専門士一級認定
●R1.  11月 あったかビジネス認定
●R1.  12月 創業融資の実行
●R2.  1月 とくしま創生アワード
  「プラン I部門」グランプリ受賞
●R2.  8月 徳島県ふるさと起業家支援
  プロジェクト採択
●R2.  11月 平成藍大市
  あったかビジネスプラン優秀賞受賞

●業　種： 他の生活関連サービス業 
●所在地： 徳島県徳島市八万町　
●電話番号： 088-678-6786
●ＵＲＬ： https://petcare-jewel.com
●創業日： 令和元年５月

ペット介護ステーション ジュエル

代　表  杉井 ひとみ 氏
スギイ ヒトミ
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●H23.  4月 吉本興業株式会社　入社
●R1.  5月 静岡県から徳島県へIターン移住
●R1.  11月 創業前相談
●R1.  12月 創業融資の実行
●R3.  1月 当協会主催
  「創業ステップアップセミナー」
  で講師

●業　種： その他の娯楽業
●所在地： 徳島県徳島市南二軒屋
●電話番号： 090-5874-1550
●ＵＲＬ： https://www.koyaken.com/
●創業日： 令和元年５月

　四国唯一のお笑いタレントプロダクション＆SNSコ
ンサルティング事業を行う。

　会社員時代に街おこしの事業を手掛けていたとこ
ろ、友人の芸人から『地元に帰って、もっと徳島県を
盛り上げたいんです。』と相談を受けました。打ち合
わせを重ねる中で、大手事務所に所属しては活動に制
限がかかることに気づき、友人の芸人「古谷健太」と
独立をして彼をサポートすることを決めました。

　静岡県出身の私は徳島県に縁もゆかりもなく、本当
の意味でゼロからのスタートを切りました。やはり人
脈を広げていくという面では苦労をしたことを覚えて
います。保証協会を始め、多くの方々にサポートいた
だき現在に至っております。

　地域活性化を志す方が集まるオンラインサロン「熱
血!!こやけん塾」や、YouTubeなどを活用し、徳島県
の魅力を全国に広め、来県者を増やしたいという想い
で事業を展開しています。また芸人古谷健太の活動を
多くの方に周知いただきたいです。

代　表  太田 元彦 氏
オオタ モトヒコ

こ や 企 画
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●H20.  4月 大学卒業後、就職し
  音楽の仕事を続ける
●H26.  12月 友人の結婚式で初めて
  レターソングを制作・披露
●R1.  12月 レターソングを主とした事業を
  立ち上げようと決意
●R2.  4月 あったかビジネス認定
●R2.  6月 毎日新聞掲載
●R2.  9月 創業前相談
●R2.  11月 創業融資の実行
●R2.  12月 徳島新聞掲載
●R3.  1月 四国放送「ゴジカル！」出演
●R3.  2月 徳島文理大学にて
  外部講師として特別講義
●R3.  4月 当協会PPPを利用して
  エフエムびざんにラジオ出演

●業　種： 著述家・芸術家業
●所在地： 徳島県徳島市
●電話番号： 080-7215-3293
●ＵＲＬ： https://音楽は生命を紡ぐ.shop
●創業日： 令和2年3月

　楽曲(レターソング•ウェディングソング•企業CM•イ
メージソング)や音楽教室を通じて、音楽で想い（感
謝）を伝える事業。

　友人の結婚式でレターソングを披露したのがきっか
けで、その後別の友人の結婚式でレターソングを披露
したときに、新郎新婦のみならずゲストまで涙を流し
ていた事が嬉しく、こんな仕事が出来たらいいなぁと
思っていました。そして音楽の仕事の種類自体が少な
く音楽学生も減少する現実に｢仕事が無いなら作ってし
まおう｣と考えたのがきっかけです。

　経営やお金の事もほぼ勉強せずに立ち上げ、また今
まで徳島には無かった全く新しいサービスに金額を付
けることに苦労しました。楽曲制作という職人の仕事
の価値も下げず、音楽というものを新しい形で使って
もらえる金額をなかなか決められませんでした。

　楽曲提供だけでなくこの事業を足がけとして、結婚
生活が素晴らしいものであると伝え、徳島で子供を産
み育て、子育て世代が働きやすい街。そして徳島の音
楽学生を増やし、徳島で就職してもらって、、、そん
な最高の無限ループを作るお手伝いがしたいです。

代　表  八幡　良環 氏
ヤワタ ミワ

human  music  Lab
ヒ ュ ー マ ン ラ ボミ ュ ー ジ ッ ク
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　東新町でベトナムと徳島の架け橋となる、ベトナム人
が運営するベトナム料理店を行う。

　徳島で生活する中で、徳島にはベトナム料理専門店が
無い事から、徳島の皆様にベトナム料理を知っていただ
けるお店を作りたい、また、徳島で生活するベトナム人
達の憩いの場・コミュニティの場になれるようなお店
を作りたいと思うようになりました。そして、ベトナム
キッチンが徳島とベトナムの架け橋となるようなお店
になればいいなと思い創業を決意しました。

　地元金融機関や保証協会には、融資や創業にあたって
のアドバイスを頂き大変お世話になりました。出来る限
り創業資金を抑えられるよう、内装工事も自分で出来る
所は行い、限られたスペースの店舗内を有効に使えるよ
うに工夫しました。

　コロナ終息後は、安定した営業日・営業時間に戻し、
たくさんのお客様にベトナム料理を楽しんでいただけ
たらと思っています。また、少しずつですが、ベトナム食
材や香味野菜の販売も行っていきたいと思っています。

●H22   結婚を機に、ベトナムから
  徳島県へIターン移住
●H23   有限会社竹内園芸にて勤務
●H30   退職後、通訳・翻訳業を行う
●R1.  12月 創業前相談
●R2.  3月 あったかビジネス認定
●R2.  8月 創業融資の実行

●業　種： 食堂、レストラン
●所在地： 徳島県徳島市東新町
●電話番号： 088-661-3705
●ＳＮＳ： Facebook  ベトナムキッチン
  Instagram（@tokushima.vk）
●創業日： 令和元年11月

代　表  NGO DUC GIANG 氏
（山川　賛：ヤマカワ　ザン）

ベトナムキッチン

経歴&支援履歴



　出前や買い物代行など、家庭の困りの事を解決する
便利屋事業です。

　私自身が普段からめんどくさがりな一面や、忙しい
ことがあり、代わりに買い物に行ってくれるサービス
があればいいのになと思っていた矢先、コロナウイル
スが流行しだしたため、もっと沢山の人が買い物に行
けなくなると考えました。更に徳島には出前が普及し
ていなかったため、買い物と出前を両方するサービス
をしてみようと考えました。

　低資金ではじめたのでコスト削減のため自分たちで
ポスティングをしたりしていました。また、日々の業
務をしているうちにご年配の方は買い物だけではなく
暮らしの中で困っていることがたくさんあると気付
き、自分たちでできることはなんでもしてあげたらい
いのでは？と便利屋となりました。

　トラブルが起きた時などネットで業者を3件ほど比
較して依頼先を決定すると思うのですが、あぽろの
サービスが皆さんに認知されれば、たくさんの方が利
用していただき便利な街になると思います。

●R2.  3月 徳島文理大学薬学部中退
●R2.  5月 創業前相談
●R2.  6月 創業融資の実行
●R2.  10月 あったかビジネス認定
●R3.  4月 当協会PPPを利用して
  エフエムびざんにラジオ出演

●業　種： 他の生活関連サービス
●所在地： 徳島県徳島市南昭和町
●電話番号： 088-678-2334
●URL： https://otsukaiapollo.com
●創業日： 令和2年4月

代　表  横田　亜優武 氏
ヨコタ アユム

あ ぽ ろ
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●R2.  6月 創業前相談
●R2.  10月 あったかビジネス認定
●R2.  10月 当協会主催「まちしごと
  ファクトリー2020」に参加
●R2.  11月 創業融資の実行
●R3.  1月 とくしま創生アワード
  「プランⅡ部門」グランプリ受賞
●R3.  1月 当協会主催「創業ステップアップ
  セミナー」で講師として参加

●業　種： 農畜産物・水産物卸売業
●所在地： 徳島県徳島市北沖洲
●電話番号： 088-661-5079
●ＵＲＬ： https://yasai.shop-pro.jp/
●創業日： 令和2年6月

　四国の農家さんこだわりのお野菜をお届けする農産
物の販売「土のはぐくみ」と、リパック(野菜の袋づ
め）・集荷場運営事業を行う。

　小規模農家さんの流通の課題と、所得向上、言い換
えると付加価値をどうつけるかという課題を解決した
いと考えたからです。また、子供のころからアレル
ギーがひどかったので『身体は食べたものでできてる
んよ-』という母の言葉を大切に、良い循環が溢れる仕
組みをつくりたいと考えました。

　創業時には、徳島信用金庫様から倉庫と事務所のご
紹介、保証協会には助成金の事業計画書作成など大変
お世話になりました。また、新型コロナウイルスの影
響により、事業開始が遅れたことと、大阪の取引先が
おもうように来県できないことなどにより、事業の進
捗が遅れてますが、多くの方からご支援をいただいて
いることに感謝しています。

　コロナが終息した後は、事業の展開や拡大につなが
るチャンスがあると考えています。『幸せな人が届け
る幸せな野菜』というコンセプトにそって、たくさん
の方に健康と笑顔をお届けしたいと思います。

代表取締役  政平　安世 氏
マサヒラ ヤスヨ

株式会社TKY
テ ィ ケ イ ワ イ
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●H26.  7月 大阪の産業機器メーカーの営業職
  として就職
●H30.  1月 カナダのリゾート地で
  ホステル業を含む観光業に従事
●R1.  8月 和歌山県から徳島県へIターン移住
●R2.  5月 新型コロナウイルス感染症対応
  資金の実行
●R2.  11月 創業後のフォローアップ
●R2.  12月 新型コロナウイルス感染症対応
  資金の追加支援
●R3.  3月 強化事業を利用した情報サイト
  記事広告で移住創業事例
  として紹介

●業　種： その他の宿泊業/遊興飲食店
●所在地： 徳島県海部郡美波町
●電話番号： 0884-70-1654
●ＵＲＬ： https://ichithehostel.com/
●創業日： 令和元年8月

　壱 THE HOSTEL（宿泊施設）＆壱 PUBで、良質な
お酒と音楽を楽しめる場となる大人の公民館を提供。

　和歌山で生まれ育ち、高校卒業後は大阪で大学生
活。その後バンドマン、営業マンと自身の活躍の場を
探してきましたが、旅好き人好き変わり者の自分が思
い描く理想のゲストハウスを作りたい！と考え脱サ
ラ。単身カナダへ渡り観光業を1年間学び、帰国して
すぐ友達の誘いもあり美波町でバックパッカーホステ
ルを創業。ホステル創業から約1年半後、当初から構
想にあったパブ事業を追加しました。

　ホステル、パブ共に自分たちの手作りで唯一無二の
ものを作り上げることができましたが、ひとえに友人
はじめ、地元の方々など多くの方々の支援がありここ
まで来れたことに感謝しています。資金面では、コロ
ナ禍で厳しいなか、地元金融機関や保証協会のご支援
で非常に助けられました。

　コロナ追加資金を得て、経営を安定するためのホス
テルと併設したパブができました。ただ泊まり、お酒
を飲む場所としてではなく、地元、国内外の旅人が交
わり、時には音楽イベント、ワークショップ、展示会
など様々なカルチャーが交差する場所として、「日本
じゃないみたい！」と言わせるような、異世界・異空
間を創り出していきたいと考えています。

代　表  和田　大海 氏
ワダ ヒロウミ

壱 THE HOSTEL / 壱 PUB
イ チ 　 ザ 　 ホ ス テ ル イ チ 　 パ ブ
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経歴&支援履歴

（割付・47・右頁）



　徳島県産藍×シアバターで、手荒れに悩む方の為の
ハンドケア商品（ワセリン不使用）の企画販売を行う。

　美容師の仕事を続けていくうちに手荒れに悩み始め、
色々なハンドクリームを試しましたが改善されません
でした。色々調べているうちに手づくりされている方が
いる事を知り自分で作ってみたところ、手荒れが改善し
てきたので私のように手荒れに悩む方の為のハンドケ
ア商品を作りたいと思うようになりました。

徳島県新型コロナウイルス感染症対応資金

　原料の品質やロット数を合わせてくれる OEM 企業
を探すのが大変でした。資金調達では、最初の仕入れで
保証協会にお世話になり、その後コロナ禍で厳しい時も
追加融資に対応していただきました。さらに、販路開拓
のフォローもしていただき、人脈のない私にとってとて
も心強く創業後も相談に乗って頂ける事がとてもあり
がたかったです。

　追加融資を受けたことで商品を多く発注することが
でき、一人でも多くの方に商品を知っていただくことが
できます。手荒れに悩む方のお役に立てるよう努力と勉
強を続け、徳島県産藍の普及にもお手伝いできるような
活動をしていきたいと思っています。

●H11   美容師免許取得
●H28   手荒れに悩み手づくりで
  ハンドクリームを作り始める
●H31   ハンドクリーム商品化
●H31.  12月 創業前相談
●R2.  3月 創業融資の実行
●R3.  2月 創業後のフォローアップ
●R3.  2月 新型コロナウイルス感染症対応
  資金の実行

●業　種： 医薬品・化粧品小売業
●所在地： 徳島県鳴門市撫養町
●電話番号： 088-678-8793
●ＵＲＬ： tuyaki.com
●創業日： 令和元年9月

代　表  左同　七菜 氏
サドウ ナナ
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艶  肌

経歴&支援履歴

つ や き

（割付・48・左頁）
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（割付・49・右頁）
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（割付・50・左頁）



（割付・51・右頁）



四国経済産業局 令和3年度信用保証協会中小企業・小規模事業者経営支援強化促進補助金事業

（割付・52・左頁）
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	201905保証協会パンフ改訂_ol-01

	2019.05.16_納品データ_Part2.pdf
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	201905保証協会パンフ改訂_ol-12

	2019.05.16_納品データ_Part13.pdf
	201905保証協会パンフ改訂_ol-13

	2019.05.16_納品データ_Part14.pdf
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	201905保証協会パンフ改訂_ol-17

	2019.05.16_納品データ_Part18.pdf
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	201905保証協会パンフ改訂_ol-24

	2019.05.16_納品データ_Part25.pdf
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