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平成31年3月17日日～23日土平成31年3月17日日～23日土
創業フェスティバルとは
近年、増加傾向にある「創業」。働き方の一つとしても注目されている「創業」ですが、一口に創業と言っても色々な創
業があります。広島県では、広く県民の皆様に「創業」への関心や理解を深めていただくため、創業者にスポットを当
て、「創業者」や「創業」を身近に感じられる機会を提供する、創業フェスティバルを開催します。既に創業を考えられ
ている方はもとより、「『創業』ってどんなもの？」、「『創業者』ってどんな人？」といったことに興味のある方などに「創業」
を知ってもらう機会として、多くのイベントを開催します。どうぞお気軽にご参加ください。

●趣味・特技を活かして何かを始めたいと考えている方
●自分にあった働き方を考えている方
●「創業」がどんなものか知りたい方
●創業に興味はあっても、
何から始めたらいいかわからない方
●これから創業したいと思っている方 など
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※三次会場 アシスタlab.以外の会場には駐車場がありませんので、
公共交通機関をご利用ください。
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イノベーション・ハブ・
ひろしまCamps
広島市中区紙屋町1-4-3 エフケイビル1F

参加者
応募特典

広島
会場

尾道
会場

福山
会場当日、ひろしま創業フ

ェスティバルの各会
場

には、アンケートBO
Xが設置されています

。

アンケートを記入さ
れた方の中から、セ

ミ

ナー講師の運営する
店舗で使用できる施

設

利用券5,000円相当
分を抽選で50名の

方にプレゼン

トいたします。

※詳しくは会場でご
確認ください。なお当

選の発表は、賞品の

発送をもって代えさせ
て頂きます。

こんな方に
お勧め!
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広島県商工労働局イノベーション推進チーム  TEL 082-513-3357お問い合わせ先 広島県創業支援ポータルサイト「ひろしまスターターズ」 https://hiroshima-starters.com/  または裏面の申込みフォームにより、FAX（082-223-2137）でお申し込みください。参加申込み

全国的に活躍されている起業家によるトークイベントや創業者表彰式、起業家&表彰者によるトークセッションを行います。

イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓ3月17日㈰  13：30～16：00日時 場所

ONOMICHI SHARE3月18日㈪  15：00～17：00日時 場所 アシスタlab.3月19日㈫  13：30～15：30日時 場所 fabbit広島駅前3月20日㈬  19：00～21：00日時 場所 ふなまちベイホール3月21日㈭・㈷  13：30～15：30日時 場所

創業に向けたヒントや刺激を得るための交流イベントを開催します。

イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓ3月23日㈯  13：30～17：00日時 場所

第一部 広島県創業者表彰 表彰式 / 広島県知事表彰及び表彰者の紹介

全国的に活躍されている起業家や地域で活躍されている起業家たちが、自身のエピソードを交えながら、｢創業｣の魅力について語り合います。

福山会場尾道会場 三次会場 広島会場

第二部 起業家トークイベント
株式会社商業藝術
代表取締役兼社長執行役員 貞廣  一鑑氏
広島県出身。「Make a  Cinema Day あなたを上
映する」をテーマに、多様な人材が個性を発揮し、相
互扶助で成長できる会社組織の構築を追求する経
営者。社名はコマーシャルとアート、相反する2つの
共存を表している。既存文化の編集・再生を
「Re_culture 文化再生」、人が集まる場の創造を「ク
ロッシングビジネス」と位置づけ、現代の新しい社交
場を生み出している。レストラン、婚礼、美容など85
店舗を展開。

アパホテル株式会社
取締役社長 元谷 芙美子氏
福井県福井市生まれ。福井県立藤島高校卒業後、福
井信用金庫に入社。22歳で結婚し、翌1971年、夫
の元谷外志雄が興した信金開発株式会社（現アパ株
式会社）の取締役に就任する。1994年４月にアパホ
テル株式会社の取締役社長に就任。会員制やインタ
ーネット予約システムをいち早く導入し、全国規模のホ
テルチェーンへと成長させる。現在、アパホテル株式会
社取締役社長をはじめ、アパグループ14社の取締役
を務める。アパホテルネットワークとして全国最大の

496ホテル81,580室を展開。アパカード累積会員数は、1,500万名を突破。
書籍▲「私が社長です。」（IN通信社）、「元谷芙美子の幸せ開運術」（IN通信社）、「強

運 ピンチをチャンスに変える実践法」（SBクリエイティブ）

株式会社プラス  代表 酒井  裕次氏
尾道市因島出身。2007年にブランドデザイン会社「PLUSinc.」を
東京で起業。2011年に因島にUターン、東京̶尾道の2拠点ワ
ークを実践する傍ら、因島では様々な地域資源をこれまでにない視
点から着目し、多くのプロジェクトを立ち上げブランド化を進めている。

喫茶・定食 キツネ雨  店主 西  亜紀氏
1992年生まれ大阪市出身。2017年に尾道に喫茶店開
業のため夫婦で移住し、2018年1月に開店。「日本人が
西洋文化に憧れを抱いた時代」をイメージしたどこか懐かし
い喫茶店を営む。

株式会社ソアラサービス
代表取締役社長 牛来 千鶴氏
2001年にシェアオフィス（現SO＠Rビジネスポート）を
オープンし、地場企業とのコラボ商品開発、創業支援等を
推進。2016年に世界へ届ける広島発のPeaceブランド
「EARTH Hiroshima」をローンチ。第一回DBJ女性新ビジ
ネスプランコンペティション「女性起業優秀賞」受賞。「クロー
ズアップ現代」出演ほか。

フリーアナウンサー
徳永 真紀氏

司会

フリーアナウンサー 藤井 香苗氏司会

司
会

インスマート株式会社
代表取締役
奥原 誠次郎氏

第一部

▲

基調講演 第二部

▲

トークセッション

第三部

▲

大交流会

ONOMICHI SHARE 後藤  峻氏
2016年に京都から尾道へ移住。シェアオフィス
「ONOMICHI SHARE」の事業担当として施設運営、利用
者のビジネスサポートから相談、プロジェクト支援などを行う。
その傍ら、副業としてディレクション業務、地域でのイベント
作りなどに携わる。交流がうまれる場づくりに取り組んでいる。

株式会社壱番屋
創業者 特別顧問 宗次 德二氏
1948年、石川県生まれ。67年愛知県立小牧高校を
卒業し、八洲開発入社。70年、大和ハウス工業入社。
73年不動産業開業し74年喫茶店開業、78年「カレ
ーハウスＣｏＣｏ壱番屋」創業。82年、壱番屋設立、社
長就任。98年会長、02年役員返上。2003年NPO
法人イエロー・エンジェルを設立し理事長に就任。
2007年宗次ホールを建設し、2012年には名古屋市
芸術奨励賞を受賞。2017年、経済界大賞、社会貢献
賞受賞。

株式会社FOREVER&COMPANY
代表取締役 古賀 大輔氏
1974年福岡県生まれ。20年間の飲食業を経て独立。独自
のアイデアとセンスはメニュー作りにとどまらず、自ら作り上げた
こだわりの店内は、細部にまで楽しさが散りばめられている。

株式会社夢笛 代表取締役 高橋 英樹氏
1970年福岡県宗像市生まれ。15歳から大阪の飲食店で修行を始
め、24歳の時に有限会社夢笛コーポレーション設立のため 先代社
長と共に福山に。10年後の34歳で会社を引継ぎ「なごみ」出店、「む
てき」改装オープン等を社内で行う傍ら、社外では「居酒屋甲子園」
等、社外での飲食店のイベントに参画し、活動範囲を全国に広げる。

司
会

株式会社山陽管理 代表取締役社長 角田 千鶴氏
福山市出身。2013年山陽不動産取締役副社長に就任
し、若手起業家支援ビルDioPorteを立ち上げる。2014
年株式会社山陽管理を設立し代表取締役に就任。2018
年中小企業庁「創業機運醸成賞」受賞。

ラクサス・テクノロジーズ株式会社
代表取締役社長 児玉 昇司氏
広島市生まれ。シリアルアントレプレナー。自身4度目
の起業となるラクサス・テクノロジーズ株式会社を創業。
2015年、毎月定額でブランドバッグが無限に使い放題
（貸したり借りたり）になるC2Cシェアリングプラットフォ
ームアプリ「Laxus（ラクサス）」をローンチ。
ローンチから48ヶ月連続で拡大中。会員数は28万人、
流通総額は305億円を突破。会員の継続率は95％
以上。2017年3月までにWiLを中心に20億円以上
を調達。今後、NY、パリ、ロンドン、シンガポール、香港
での展開予定。NYでの事前登録では、わずか1週間
で2,000万円以上を受注。

株式会社MIRAI  代表取締役 西中 政和氏
12年間美容師として働いた後、IT・Web業界へ転身。
2015年に株式会社MIRAIを設立し、コンサルティング、
クリエイティブ、テクノロジーの三位一体で「ビジネスの問
題解決」に取り組んでいる。

fabbit株式会社 鴻上 秀輔氏
1989年神奈川県生まれ。東京都立大学卒。コワーキング
スペース「fabbit」の西日本を中心に施設運営を担当。創
業支援を通じて地域活性を目指す。

株式会社ビビッドガーデン
代表取締役 CEO 秋元 里奈氏
1991年神奈川県相模原市生まれ。慶應義塾大学理
工学部を卒業後、株式会社ディー・エヌ・エーへ入社。
webサービスのディレクター、営業チームリーダー、新規
事業の立ち上げを経験した後、スマートフォンアプリの
宣伝プロデューサーに就任。2016年11月、vivid 
gardenを創業。2017年8月、オーガニック農家のマー
ケットプレイス「食べチョク」をリリース。2018年4月、
第4回日本ネット経済新聞賞を受賞。2018年11月、
飲食店向けの新サービス「食べチョクPro」を開始。

HFM「Chunk!」パーソナリティー 徳永 真紀氏
元三次在住のフリーアナウンサー。イメージコンサルタントとしても活
動中。10年前に夫の地元である三次へ移り住み、現在2歳の女の
子の子育てをしながらも長距離通勤をするフットワークの軽いワーキン
グママ。

SIGN-POST（サインポスト） 福島 典子氏
株式会社PositiveLifeを夫の祐道さんが、10年前に立ち上げとも
に歩んで来た。これまでに三次に4店舗、庄原に1店舗飲食店を立
ち上げ成功させている。典子さんがオーナーを務める、古民家を活用
したカフェ＆雑貨店「Sign Post」は、2017年にオープン。店舗経営
以外にも、屋台部という部門も立ち上げており、各地にイベントにも
精力的に出店している。 司

会

創業を考えている方、創業に興味がある方、ネットワークを広げたい方、みんなで集まって、広島県での創業について、情
報や意見を交換しませんか？ 人とのつながりやネットワークが広がるチャンスです。皆さん、お気軽にご参加ください！（第一
部、第二部の登壇者らも参加いたします。）

定員 70名 定員 30名 定員80名 定員 80名イベント終了後、
個別相談会を開催!

野菜と果物の「コールドプレスジュース」
で大人気の「Vegetrip（ベジトリップ）」
が限定オープン!

限定
オープン

トークセッションでは、広島県内で創業支援オフィスの運営等をされている株式会社ソアラサービス・牛来千鶴氏、株式
会社Hint・中島久美子氏、ONOMICHI SHARE・後藤峻氏、株式会社山陽管理・角田千鶴氏らに登壇をしていただき、
広島県での創業について熱く語っていただきます。

1972年広島県呉市生ま
れ。
2002年に中国電力イ
ンキュベーション施設

「SOHO国泰寺倶楽部」で飲食店やそのコンサルティ
ングを事業とするインスマート株式会社を設立。
「STICK SWEETS FACTORY」をはじめ、居酒屋や
レストランなどを広島市内中心に直営30店舗・FC7
店舗と製造工場を持つ。

オープニングイベント❶ 定員
60名

参加無料
（予約制）

起業家トークイベント❷ 参加無料
（予約制）

広島会場

尾道会場 三次会場 広島会場 福山会場

フィナーレ（創業フェスティバル大交流会）❸ 定員
60名

参加無料
（予約制） 広島会場

Vegetrip（ベジトリップ）

司会兼任

共催:三次市



※お申し込みに際して頂いた個人情報は、本事業に関する運営に使用し、他の目的では使用いたしません。

〒　　　　　̶

TEL 082-513-3357 / Fax 082-223-2137広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム
創業環境整備グループ

下記の項目を記載の上、FAX（082-223-2137）で送付していただくか、
広島県創業支援ポータルサイト「ひろしまスターターズ」https://hiroshima-starters.com/ の創業フェスティバル画面
からお申し込みください。なお、定員に達し次第受付を終了しますので、早めにお申し込みください。参加申込み

方法

参加目的　※当てはまるもの全てを選択してください。

参加希望イベント名　※希望されるイベントの（　）内に○印を記入してください。

（　　  ） ②起業家トークイベント
　　　　 　※希望される会場に○印を記入してください。

（　　  ）尾道会場/３月18日（月）
（　　  ）三次会場/３月19日（火）

（　　  ）広島会場/３月20日（水）
（　　  ）福山会場/３月21日（木・祝日）

（　　  ） ①オープニングイベント 起業家トークイベント/３月17日（日）

（　　  ） ③フィナーレ（創業フェスティバル大交流会）

名　前

住　所

連絡先

性　別 年　齢
ふりがな

□ 男　　　□ 女 歳

TEL（　　　　　　　）　　　　　　　　　　　̶

E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@

□ 自分に適した働き方を考えたい
□ 創業準備の参考にしたい
□ 自分の趣味や特技を活かした仕事がしたい

□ 創業したいと思っているが、どうしたらいいかわからない
□ 創業に関心がある
□ その他

□ 創業がどういうものか知りたい
□ 創業者に関心がある

平成31年3月17日日～23日土

ひろしま国際ホテル
●

●もみじ銀行

尾道ロイヤルホテル●
尾道

市役所

●
三次市役所

三次税務署
●

広島県創業支援ポータルサイト「ひろしまスターターズ」
https://hiroshima-starters.com/

FAX送付票 FAX番号 082-223-2137

スターターズ・Café&Barイベント
日頃、創業について考える機会のない方も、お気軽にご来店ください。

Tea Factory Gen
代表 髙橋  玄機氏

広島県出身。大学生の頃、お茶
に目覚め京都のお茶小売店に就

職。その後鹿児島、奈良、長野とお茶修業・行脚を経
て、平成28年春に広島に帰り、世羅で無施肥・無農
薬のお茶栽培と製造、小売を開始。

『子どもが飲めるコーヒー』を作り
たいという思いから、カフェインレス

コーヒー専門店『P-BERRY』をスタート。企業や店舗と
のコラボレーションなど行い、イベント出店で自身のパフ
ォーマンスによりコーヒーの魅力を伝えています。

P-BERRY
代表 石原  正義氏

パン好きが高じ、ドイツに1年パン
屋修行へ。その後、朝ごはんとカ

フェを巡る旅へ。世界約70カ国の旅行体験を生かして
昨年8月、広島市南区にCafeあかいはりねずみをオー
プンした。

あかいはりねずみ
代表 水島  早苗氏

イノベーション・ハブ・ひろしまＣａｍｐｓ
場所

❶チャレンジマルシェ、❷deAUイベント
❸３Dプリンター講習会（昼・夜2回）

❶チャレンジマルシェ、❷deAUイベント
❸レーザー加工機講習会（昼・夜2回）

❶チャレンジマルシェ、❷deAUイベント
❸カメラ講習会（昼・夜2回）

Tea Factory Gen P-BERRYあかいはりねずみ

開催日時 :平成31年3月17日㈰ 13:30～16:00　場所 :レインボー倉庫広島　定員 : 60名（要申込）

HOW TO にぎわうマーケットのつくりかた
参加
無料関連イベント

TALKLIVEの紹介!
応募は
こちらから!

※同時開催イベントの詳細については、イノベーション・ハブ・ひろしまCampsに直接お問い合わせください。（TEL:082-207-3335）

3月19日（火）   11:00～20:00 3月21日（木・祝）  11:00～20:00 3月22日（金）  11:00～19:00

同時開催 同時開催 同時開催
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