
 

平成 27 年 11 月 25 日 

株式会社日本政策金融公庫 

 

 

日本政策金融公庫（略称：日本公庫）国民生活事業は、このたび、創業企業事例集「起こ
す！50“地域を起こす創業企業”」を発行しました。 
 
当事例集は公庫職員の現場目線で、全国各地の特徴的な創業企業【各都道府県１企業（東

京都、愛知県、大阪府については２企業）】を選出し、紹介しています。どのようなきっか
けで、どのように創業したのか、今後どのような事業展開を検討しているのかをまとめたも
ので、当事例集に掲載した創業企業の取り組みが、創業をお考えの方の一助になることを願
っています。 

 
当事例集は、日本公庫各支店でお配りしているほか、平成27年12月中旬をめどに、日本公

庫ホームページにも掲載する予定です。 
 
日本公庫 国民生活事業では、今後も創業をお考えの方、創業後間もない方に対する資金

調達支援はもちろん、積極的な情報発信により、創業企業への支援に努めていきます。 
 

※掲載企業のうち、次の３企業の代表は、１１月２５日開催の第７回日本公庫シンポジウム「地域

の活力を生みだす創業企業」にパネリストとして参加されます。 

  一般社団法人 すまいる（熊本県）        代表理事  伊藤 智佳子氏 

  一般社団法人 ＳＡＶＥ ＴＡＫＡＴＡ（岩手県）  代表理事  佐々木 信秋氏 

  株式会社 ブリブサー（沖縄県）         代表取締役 澁川 浩史氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

創業企業事例集「起こす！50“地域を起こす創業企業”」を発行 

ニュースリリース 

  



 

創業企業事例集「起こす！50“地域を起こす創業企業”」 
（掲載企業一覧） 

 

 日本公庫の融資審査担当者が選んだ、全国 50の創業事例です【各都道府県 1（東
京・愛知・大阪は 2、沖縄は沖縄振興開発金融公庫で選定）】。これを参考に創業
を目指す方々の拡がりを期待しています。 

 創業時の各種課題を克服した事例を紹介しています。公庫の相談・審査でも課題
解決・事業力（稼ぐ力）向上を支援しています。 

 まちづくり、UIJ ﾀｰﾝ創業、育児支援、震災復興などの地方創生や、女性・若者・ 
ｼﾆｱ等各層創業者の活躍、ﾍﾞﾝﾁｬｰ、ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ対応、六次産業化等成長力向上の事
例をﾚﾎﾟｰﾄしたものです。 

 株式会社のほか、個人事業主、社団法人、有限責任事業組合、NPO法人等小規模
事業の各種の創業形態事例を掲載しています。 

 
 

○ 製造業       

企業名(商号） 所在地 備 考 掲載頁 

マルエス 栃木県 医療廃棄物用の容器を製造 22 

吉金刃物製作所 新潟県 経済産業大臣指定伝統工芸品である越後三条打刃物を製造 28 

株式会社 サイフューズ 東京都 再生医療に活用可能なバイオ３Ｄプリンターを開発 32 

ヘッドスプリング 株式会社 東京都 高性能電力変換装置を開発 34 

株式会社 フレアフードファクトリー 山梨県 本格的なぶどうのストレートジュースを製造 40 

輝創 株式会社 愛知県 レーザーによる異種材料の接合技術である「ＰＭＳ処理」を開発 52 

株式会社 Axcis 三重県 極小の泡であるウルトラファインバブルの生成装置を開発 56 

株式会社 オーケーレーザー 島根県 短納期にも対応できる高精度なレーザー溶接を行う 74 

とびしま柑橘工房 株式会社 広島県 広島県の名産であるレモンを活用した食品を製造 78 

株式会社 ファインベジプロジェクト 山口県 
山口大学発ベンチャー企業、規格外の有機野菜を使用したペットフ

ードを製造 
80 

株式会社 禾（のぎ） 香川県 ３大アレルゲン（小麦・卵・乳製品）不使用の菓子を製造 84 

LEシステム 株式会社 福岡県 大容量蓄電池のレドックスフロー電池を開発 90 

株式会社 炭化 佐賀県 竹炭を活用した鮮度保持剤を製造 92 

MHD（エムエイチデー） 宮崎県 障がい者向け福祉用具製造業 100 

 

○ 情報通信業 

企業名(商号） 所在地 備 考 掲載頁 

株式会社 ファームノート 北海道 酪農・畜産家向けクラウド型牛群管理システムを開発 6 

株式会社 福祉情報事業団 愛知県 介護施設利用情報サイトの運営 54 

株式会社 プログレスト 大阪府 多言語対応リアル通訳サービスを開発 64 

株式会社 ブリブサー 沖縄県 東京からⅠターンでスマートフォン用アプリ開発業を創業。 104 

 

  



○ 卸・小売業 

企業名(商号） 所在地 備 考 掲載頁 

合同会社 あきたこまちネット 秋田県 Ｕターンにて家業に従事後、創業 14 

株式会社 日本アカモクサイエンス 福島県 海藻の一種であるアカモクを使用した食材の販売 18 

株式会社 近畿ファーム 奈良県 地元の農作物の直売所を運営 68 

カノン・コード 岡山県 乳がんの手術者向け下着販売 76 

企業組合 こもねっと 愛媛県 
人口減少が進む地元地域の活性化のために地元の水産加工食品の

販売等 
86 

株式会社 熊谷ファーム 高知県 有害鳥獣駆除によって得られた食肉の加工品を販売 88 

株式会社 長崎の路地裏 Cafe 長崎県 オリジナルのポップコーンの販売 94 

○ 宿泊業、飲食業 

企業名(商号） 所在地 備 考 掲載頁 

郡上八幡 ゲストハウス まちやど 岐阜県 Ｉターンでゲストハウスを創業 48 

株式会社 泣かせ隊 静岡県 地域の名産であるわさびを活用したメニューを提供 50 

ゲストハウス ソイ 京都府 海外からの観光客向けゲストハウス 60 

サンサロカフェ 和歌山県 大阪からＩターンでカフェを創業 70 

名山きみや 鹿児島県 兄弟で創作日本料理店を創業 102 

○ 医療・福祉業 

企業名(商号） 所在地 備 考 掲載頁 

株式会社 池田介護研究所 青森県 
あおもり起業家グランプリビジネスプランコンテスト最優秀賞受

賞 
8 

一般社団法人 りぷらす 宮城県 被災地域での介護サービスを提供 12 

株式会社 ママスマ 埼玉県 専業主婦の身から一時預かり託児施設を創業 26 

NPO法人 みらい工房 千葉県 
通所型生活介護事業所や就労継続支援事業など幅広い社会福祉サ

ービスを展開 
36 

株式会社 れん 石川県 能登全域を対象に精神障がい者支援を行う 44 

株式会社 どこでも介護 滋賀県 要介護者向け旅行サービス業 58 

Ｎ.Ｋ.Ｃナーシングコアコーポレーシ

ョン 合同会社 
鳥取県 潜在看護師を活用した介護サービスの提供 72 

NPO法人 Creer 徳島県 障がい者支援のため、障がい者が安心して働ける飲食店を創業 82 

一般社団法人 すまいる 熊本県 障がい者福祉事業を創業。 96 

○ サービス業・その他 

企業名(商号） 所在地 備 考 掲載頁 

一般社団法人 SAVE TAKATA 岩手県 被災地域での支援活動を行っている 10 

Ys．k Kick Boxing Gym／山形ふれあい

整骨院 
山形県 地域密着型のキックボクシングジム、整骨院を創業 16 

株式会社 三井セキュリティ 茨城県 
警備業を創業、シルバー人材の活用等高齢化社会にも対応してい

る。 
20 

前橋まちなか居住 有限責任事業組合 群馬県 
中心市街地の空きビルを活用し、不動産賃貸業を創業。グッドデザ

イン賞も受賞 
24 

一般社団法人 ローカルカラー 長野県 地域密着型の福利厚生サービスを提供 30 

株式会社 旧三福不動産 神奈川県 地元商店街活性化を目的として、不動産業を創業 38 

株式会社 ダンジョウ 富山県 
溶接機械レンタル業を創業、平成 25 年度富山市ヤングカンパニー

大賞受賞 
42 

株式会社 BO-GA 福井県 環境コンサルティング業を創業 46 

レゴリス メディカル ビューティー 兵庫県 がん患者等のための医療美容室を創業 62 

NPO法人 Re-Live 大阪府 地元地域活性化のために貸農園サービス等様々なサービスを展開 66 

株式会社 Nspirits（エヌスピリッツ） 大分県 スポーツによる地域活性化のためのサービスを提供 98 

 


