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インキュベーション施設「申込者紹介制度」について 
 
本年度も中小企業基盤整備機構のインキュベーション入居に関する「申込者紹介制度」が実
施されることとなりましたので、ご案内させていただきます。 
浜松イノベーションキューブ等に、賃借を希望される事業者（以下「入居希望者」という。）
をご紹介いただき、成約にいたった場合、紹介者に対して報奨金（インセンティブ）が支払
われる制度です。 
以下、本制度のポイントを記します。 
1．本制度の対象者（情報提供者）：会社法第 3 条
に基づく法人、各士業法（公認会計士法 etc）に基
づく仕業法人（監査法人）、個人事業者で公認会計
士・税理士など士業を営む者が対象になります。 
2．本制度の対象者（情報提供者）の除外：紹介前
に入居希望者と中小機構側が接触している場合は、
対象から除外されてしまいます。 
3．契約の成立と報奨金のお支払い：「申込者紹介制
度」の手続きを踏まえ、ご紹介いただいた入居希望
者との賃貸借契約が締結（成約）となった場合には、入居家賃の 1 箇月分に消費税相当額を
加算した額が支払われます（ただし、上限は 1,000,000 円に消費税相当額を加算した額）。 
 
詳細は、中小機構 HP をご確認ください。 
URL：https://www.smrj.go.jp/venture/incubation/referral/index.html 
   もしくは「中小機構 ＋ 申込者紹介」で検索 
 
ご紹介いただける方がいらっしゃる場合には、まずは IM 室までご一報ください。 
 
 
■□ご紹介■□ 
中小機構の支援ツール 
 
IT 戦略ナビとは、その名の通りに貴社の IT 戦略をナビゲーションするアプリです。成果物として、「IT 戦略マップ」「導入プラ
ン」を自動で作成できます。IT 戦略マップは、どのように IT を活用したら、ビジネスが成功するか？」というストーリーを 1
枚の絵にまとめたものです。また、導入プランは「取り組みごとの大まかなスケジュール」を示しています。 

 
IT 戦略ナビの活用例（IT 戦略マップ・導入プランの活用方法）をご紹介いたします。 

【IT 導入の理由と期待できる効果を説明】 
マップを社内に提示することで、課題解決への「思い」が社内で共有できます！ 
【実行計画を立てて IT ソリューション導入の取り組みを開始】 
導入プランを活用し、IT ソリューションの調査・試行からスタートができます！ 
【会社の方向性等をマップ・プランで理解してもらう】 

定期的にマップやプランを見る機会を作り、関係者で進捗・問題点を共有できます！ 
まずはご利用してみてください（５分程度でマップが作成できます）、どのような成果物が作成される
のか、是非ご確認ください。 
成果物を見て、IT（活用）経営に「がっつり」と取り組まれている企業は、たぶん「がっかり」され
ることでしょう（5 分程度で自動作成される無料アプリなのでご容赦ください）。そのような企業は、
専門家を派遣する「IT 経営簡易診断」など次のステップがありますので、更なる高みを目指してくだ
さい。IT 活用経営にまだ取り組まれていない企業にとっては、「初めての IT 戦略の可視化」として、
大きな意味あるものとなるはずです。 

スマホでも PC でもご利用ができます。 
https://it-map.smrj.go.jp/もしくは、「IT 戦略ナビ」で検索。 
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新規入居企業紹介 
307号室 

アルフレッド株式会社 
◆◇会社概要◇◆ 
アスベストに由来する健康被害は年々増加して
おり、正確な分析と早期の分析結果報告の必要性
が高まってきています。弊社では、建設建材中の極微量アスベストの含有の検査につい

て、分析の受託をはじめ、調査研究を行っております。代表者は前職の外資系分析受託会社で
の経験を活かし、2022 年 7 月に操業を開始しました。創業以来、既に 10000 検体を超え
る分析の実績を蓄積しております。 

◇◆HI-Cube での活動内容◆◇ 
専門的で敷居の高いアスベスト分析ですが、「気軽にアスベスト検査」をモットーに簡単に実施
できる検査方法の開発、分析方法の開発、現場簡易キットなどの開発に着手しております。弊
社の開発した方法により、解体やリフォーム前の検査件数が増え、地域の皆様の安全と安心に
つながることを目標に業務を実施しております。 

◆◇HI-Cube に入居して◇◆ 
研究開発にあたり、大学や専門機関とのパイプ役となって頂き、非常に心強いと思っていま 
す。働きやすい環境で業務が出来る点、補助金等の利用に関しても手厚いサポートを頂ける 
点など、自社の業務に専念できる環境が揃っていると感じます。 

◇◆代表的な製品◆◇ 

偏光顕微鏡で観察されたアスベスト  電子顕微鏡で観察されたアスベスト    EDX を用いて測定したクリソタイルの組成 
（アモサイト）４００倍   （クリソタイル）２５００倍 

317号室 

株式会社Ｓｔｅｌｌａ 
◆◇会社概要◇◆ 
当社は、光技術を使った測定装置、検査装置を設計、開発する業務が主体となります。 
【商品】地域と光技術に関わる商品・サービスを提供し続けます。 
【お客様】満足な性能と価格を提示し、長くお付き合いできる関係を目指します。 
【社員】常に新たな挑戦を行える環境を提供します。 
【会社】昨日より明日に希望が描ける会社を実現します。 
【地域・社会】地域の中で輝く会社を目指します。 

◇◆HI-Cube での活動内容◆◇ 
1.開発事業 光センサ、レーザー等を使い、産業機器、医療機器の開発を行います。 
2.コンサルタント事業 IoT 技術や光技術のコンサルタントを行います。 
3.教育事業 これからの時代に必須となるプログラミング技術を教育の現場で活用できる事業を

展開します。 

◆◇HI-Cube に入居して◇◆ 
入居後 2 ヶ月程経ちました。部屋も片付き、周りの環境にもやっと慣れところです。24 時間入
退出が可能なので自分にあったライフスタイルで仕事ができることに大変満足しています。新し
く仕事を始めた会社も多いため、周りからの刺激を受けながら新しいことに挑戦していきたいと
考えています。 
◇◆自己紹介◆◇特技は早寝早起き。日が長くなる夏場は AM5 時から営業しています。 

◆◇代表的な製品◇◆ 

 

 
 
 
 
 
 

代表取締役 三井伸悟氏 

代表取締役 三井 伸悟 
設 立：2021 年 7 月 
入 居：2022年 3月 
T E L：053-525-8422 
U R L：https://alfred-lab.co.jp 

代表取締役 長谷川 正仁 
設 立：2017年 8月 
入 居：2022年 3月 
T E L：+81-(0)53-523-7810 
U R L：https://xstella.net/ 

代表取締役長谷川 正仁氏 

Opt-Step 
近赤外線 LED と高感度フ

ォト IC による、運動能力計

測装置。 

トップアスリートの運動能

力まで計測できます。時間

分解能 1msec, 空間分解能

1cm の性能を持ちます。 

ポータブル分光器 
現場に持ち出せる廉価

版小型赤外線 (1.2～

2.5μm 分光器。 

スマートフォンで操作

します。 
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 新規入居企業紹介 
303号室 

株式会社キカラボ 
◇◆会社概要◆◇ 
形状処理といわれるＰＣ上でカタチを扱う技術を応用したソフトウェアの研究・開発・
販売を行っています。製造業では２０～３０年の歴史を持つ分野ですが、この技術をさ
らにブラッシュアップして、医療・土木建設など製造業以外の分野への応用も積極的に
進めて参ります。 

 
◆◇HI-Cube での活動内容◇◆ 

/形状処理ソフトウェアの受託開発 
/自社フレームワークをベースとしたパッケージ開発 
/静岡大学と連携した基礎技術の研究開発 
 

◇◆代表的な製品◆◇ 
 

  
 
              
 

 

 

 

 

医療器具設計システムへの形状処理の応用 

◇◆HI-Cube に入居して◆◇ 
昨今なかなか難しい状況ではありますが、機会があれば、入居企業の皆様と情報交換をさせて頂き、新しい付加価値を生み出せ
ればと考えております。マニアックな業務を生業としております。「何をやっている会社だろう？？？」ご興味を持って頂けま
したら、お気軽にお声掛けくださいませ。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
 

208号室 

ワコン株式会社 浜松研究所 
◇◆会社概要◆◇ 
当社は、これまでの物流に「新たな視点」で取り組む、物流・包装機器メーカー
です。「BASE（段ボールなど）事業」「COOL（保冷箱など）事業」「パックプロ
（輸出梱包サービス）事業」の 3 つの事業領域で事業を展開し、日本の物流を変
えたいと考えています。 
  

◆◇HI-Cube での活動内容◇◆ 
当社が保有する技術と製品に、浜松研究所が持つ技術を掛け合わせて 
   ・脱着式電動冷却ユニット 
  ・医薬品定温･低温輸送システム 
   ・新保冷剤システム 
などの「次世代保冷輸送ツール」の研究開発および提案に取り組みます。 
     
◇◆HI-Cube に入居して◆◇ 
静岡大学近隣で自然に囲まれ、設備やセキュリティーも整っており、IM 室のサポートも受け
られる、非常に恵まれた環境で研究開発をスタートすることができました。今後も、補助金や
異業種交流などのサポートを受けられれば幸いです。 
 
 
 

 

◆◇代表的な製品◇◆ 
 
 
 
 
 
 

代表取締役 北澤弘幸氏 

代表取締役 北澤 弘幸 
設 立：2022年 4月 
入 居：2022年 4月 
T E L：053-543-9640 
U R L：https://geomlab.co.jp 

代表取締役 西田 耕平 
設 立：昭和 26年 10月 
入 居：令和 4年 4月 
T E L：053-401-4530 
U R L：https://www.wa-con.co.jp 

代表取締役 西田耕平氏 

エレキング 
(脱着式電動冷却ユニット) 

クールワン 
(折りたたみ断熱コンテナ) 

キプクル 
(凍結しやすい保冷剤) 
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卒業企業近況紹介 
データマイン株式会社 

昨年11月にHi-Cube を卒業されたデーターマイン㈱江間社長から、近況報告をご紹介させていた
だきます。 
【以下、江間社長からの近況報告内容】 
データマイン(株)代表取締役の江間省豪と申します。当社は、2017年2月から 2021年10月まで約
4年半 HI-Cube に在籍させて頂いておりました。卒業後は、浜松市西区坪井町の新社屋にて引き続
き元気に活動しております。 
当社の主なサービスは、中小企業の PC メンテナンスと、『データマインひかり』と言う、NTT の
設備を用いた光回線事業を展開し、100件以上の成約を実現し、現在も毎月数字を伸ばしておりま
す。データマインひかりの特徴は、テレアポ一切無
し、お客様の紹介だけ、契約更新月無し、開通まで
の訪問サポート、会員限定の月 1 回オンラインサロ
ンなど、他の光回線事業者では出来ない小回りのき
いたサービスを展開しております。当然 HI-Cube に
入居されている企業様への提供も可能で、すでに当

社サービスをご提供させていただいている入居企業様もいらっしゃいます。また
10 年以上パソコンメンテナンスで培ってきた技術も持ち合わせておりますの
で、通信環境の改善や PC のスピードアップなどについても、他社には出来ない 
ご提案が可能です。 
HI-Cube は浜松市の中心に位置し、設備が整っており、セキュリティも安心で心地の良い空間でしたが、地元に根付いた企業
として、新たなる地で、更なる飛躍を目指しております。今後も皆様のご活躍を祈念しております。 
 

～新任のご挨拶～ 

本年４月からインキュベーション支援専門員として着任しました大隅哲雄と申します。浜松市老間町で生を受け、現在、市野イ
オンタウン近辺で暮らしております。ヤマ発、ポリテクカレッジを経て、このたび、ハイキューブにお世話になります。現在 64
歳ですが、性格は陽気、コミュニケーションを大事にしておりますので、なんなりと施設でお困りごとがありましたら、お気軽
に話しかけてください。よろしくお願いします。 
※前任の支援専門員、山崎淳と藤田幸宏は 2022 年 3 月末で退職いたしました。お世話になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

新事業開発、新製品開発(ものづくり、IT、サービス)に取り組む企業、または個人の皆様へ 
・２４時間３６５日利用可能・快適な環境、共有スペース開放・中小機構による支援・大学との連携 

賃料《浜松市の賃料補助制度》最長５年間の補助が適用可能。入居から３年目までは賃料(税抜)の２/３以内、４年目以降は１/２以内で補助。 
※但し、令和５年３月３１日までに入居した方に限り特例的に適用するものであり、令和５年４月１日以降に入居の場合は全期間を通じ２分の１の補助率が適用となります。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

※入居から 3 年間の場合です 

☆～編集後記～☆ 

手洗い・うがい・アルコール消毒・ソーシャルディスタンスを忘れずに。 

☆100号☆です。ありがとうございます。 
夏は蚊との戦い…とある番組で蚊について特集し「蚊は叩いた人間を覚えて再び近

寄らない」説に盛り上がったとありました。約三千匹の蚊で行われた実験から、匂

いで人間を識別することができる蚊は、命の危険を感じた体験を最低でも24時間

紐づけて記憶することができるという結果に。では、仕留めなくてもいいのか？と

いう議論に対しては、1回では覚えないので数回行う必要があるとのこと。これは

かなり強引に長時間実験した結果だそうです。恐怖を継続的に与えることによって

学習させなければいけないのでその方法とは、何度か叩きながら何回か外すとのこ

とでした。(使用和柄：藤棚・竹文様・毘沙門亀甲・鈴文様・紗綾型(まんじ))谷 口 

実験室・研究室タイプ(24.5 ㎡～63 ㎡)の 
事業に適した部屋があります。 

見学大歓迎です。市の補助制度もあります。 

起業したい方、新事業を目指す企業の皆様。 

ＩＭ室では随時相談に応じています。 

お気軽にお問い合わせください！ 

【編集者・発行人】 
 中小機構 中部本部 
(独立行政法人中小企業基盤整備機構 中部本部)  
浜松イノベーションキューブ（HI-Cube）ＩＭ室 
  〒432-8003 浜松市中区和地山 3-1-7  
  TEL：053(478)0141 FAX：053(473)7221 
  e-mail：hi-cube-info@smrj.go.jp 

『新型コロナウィルス感染症関連』 
経産省施策について 

「新型コロナウィルス感染症関連」対策として、経済産業省
などからも各種支援施策について案内が出されております。 
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 
本施策については、商工会議所や日本政策金融公庫などの中
小企業支援機関において相談窓口が設定されております。 

賃貸面積

(㎡)

月額賃料

(税込)

補助適用時

実質賃料※
タイプ

63 ¥221,760 ¥87,360 実験室/研究室

62 ¥218,240 ¥86,040 実験室

49 ¥172,480 ¥67,980 実験室

31.5 ¥110,880 ¥43,680 研究室

24.5 ¥86,240 ¥34,040 研究室

HI-Cube からのお知らせ 

代表取締役 江間省豪氏 

2021年11月に新社屋を設立 

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

