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SOHO の動画 PR サービス

ちゃんねる SOHO 開局！
フェスタの出展者の模様を動画で紹介
http://www.msoho.net/

第９回 SOHO フェスタのテーマは 「Rise」 !
穏やかな秋の光の中、
初の金 ・ 土両日開催で大盛況！
去る 11 月 17 日（金）
、18（土）の両

ベートで足を運んでいただ

日、秋が深まりゆく三鷹で、SOHO 事業

けるように、開催日のうち

者、ビジネスパートナーが、自慢のサー

一日を土曜日にしたのであ

ビス、商品を披露するフェスタが開催さ

る。幸い、両日とも天候に

れた。

恵まれ、1,100 人以上の来

９回目の今回、フェスタのテーマは
「Rise」。それぞれの SOHO が、次々とよ

場者で賑わった。
●オープニングの様子

最初に清原慶子三鷹市長

り高い領域へと飛躍、上昇をしていくよ

より開会のご挨拶。「今回のフェスタは

がりましょう！」という力強いエールと

うにとの願いを込めたものである。

出展社数が過去最高となりました。ＳＯ

ともに、９回目の SOHO フェスタが幕を

ＨＯの力を市民のみなさんに見て頂く、

開けた。

もう一つ、今回は新しい試みがあった。
現役ビジネスパーソンの方々にもプライ

またとない機会。今こそ皆さん、立ち上

2007 年目前 団塊世代応援企画
ビジネス講演会「会社を辞めたら社長になろう！」
今回のビジネス講演会は、もうすぐ定年を迎える団塊の世代に向けた、定年

後の

「身の丈 SOHO ライフ」の奨めがテーマであった。
ゲストスピーカーはお二人。SOHO ベンチャーカレッジ卒業生で、定年退職後「100％
入るゴルフパット練習機」を開発し起業した沢田惠重さんと、早期定年退職制度を利
用して、医療用画像ファイリングシステムのコンサルタントとなった永井実重さん。
永井さんは三鷹の SOHO 支援を利用した第一期生で、いち早く事業を軌道に乗せた先
輩 SOHO でもある。コーディネーターは、定年後のセカンドライフ、セカンドキャリ

●左から、 沢田さん、 永井さん、 小西さん

アの支援を得意とするキャリアカウンセラーで、独立系ファイナンシャルプランナー

必要なことをまず強調。起業を成功させ

としても活動中の小西正人さん。それぞれがご自身の経験から、成功する起業のコツ

る秘訣として、低資本、省スペースで開

を語ってくれた。

業することを奨めた。永井さんは３０万
円の資本金で、ＳＯＨＯのパイロットオ

まず沢田さんは、ご自分も紹介されて

に関しては、「日本全国どこでも、イン

フィスの狭いブースで開業し、２年目に

いる本、「身の丈起業」塾（
「SOHO CITY

キュベーションのファシリティは同じ

して取扱高１０００万円を超えた実績が

みたか」推進協議会会長

だと思います。しかし三鷹は、ＳＯＨＯ

ある。医療システム関連会社に長年勤め、

前

先進都市としてのソフトが充実していま

その延長上にビジネスプランを立てて起

田隆正著）を手に、それまでの会社員時

す。もしみなさんが起業なさるのであれ

業した永井さんからは、「今までの経験

代の多彩な経験と人脈が現在のビジネス

ば、
三鷹をおすすめします」とのことだっ

を生かすことが一番失敗しません。自

のもとになっていること、成功のために

た。

分のリズムに合った仕事をしたほうがい

ビジネスサロン

コミュニティ

コーディネーター

は綿密なビジネスプランと、家族（特に

ベテラン SOHO の永井さんは、肩書き

い」というアドバイスも。

パートナーである奥様）の理解が大切で

は社長であっても、社長兼従業員であっ

自らも起業し、シニアのキャリアカウ

あることを語った。三鷹で起業したこと

て何でも身軽にやる、という心構えが

ンセリングを通して、たくさんの実例を
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見ている小西さんは、起業には喜びも多

るところに、起業する際の自分なりの武

のか？」「経理事務が苦手だが、どうす

いが、挫折者失敗もつきものであること

器が見つかるという、すぐに役立つツー

ればよいのか？」「同業他社との差別化

を指摘。やはりサラリーマン時代の実績

ルも提示してくれた。

は？」「事業パートナーの見つけ方は？」

や人脈をもとに起業をすると、成功につ

会場には熟年男性の姿が多く見ら

など、非常に具体的で真剣な質問が相次

ながりやすいと語った。さらに「やりた

れ、座席はほぼ満席。質疑応答のとき

いだ。定年後起業に向けられている関心

いこと、できること、しなければならな

には「会社名の広報はどうすればよい

の高さを実感する講演会となった。

いこと」を書き出して、この３つが重な

のか？」
「営業はどのようにしていった
きりなしに人が集まっていた。

いつもに増して多数のご来客
熱気に満ちた SOHO・企業展示コーナー

モノづくり系で目立っていたのは、お
とうさんのバラ。咲き誇るバラをいくつ

フェスタ史上最高の出展社数となった SOHO・企業展示。おなじみの顔ぶれも初参

もの花瓶に挿して展示、一部を販売して

加のブースも仲良く並ぶ中、来場者への説明にも熱がこもる。システムやソフトなど

いた。昨年のフェスタで存在を知り、今

の IT 系はもちろん、
癒し系やエコライフの提案、
ものづくりやサービス系、デザイン系、

年も買いに来てくれるひとがいたそう

そして「驚きのスピーカー」や、ゴルフパッドの練習機まで、非常に幅広い SOHO 展

で、ＳＯＨＯフェスタでも “固定客” が

示になっていた。

できたもよう。味噌づくりのわがまま屋
ひろでは、ドンと置かれた大きな味噌が
癒しのインテリア雑貨を

めが、圧倒的な存在感を出していた。

ブ ー ス に 並 べ、 女 性 客

その他、新しいビジネス支援の形態を

に人気。壁面緑化の LLP

紹介するＢＮＩなどの新規出展社や IT

ビアンエートルには、環

サービス系やデザイン系の各ブースで

境問題に興味ある来場者

も、それぞれ熱心なやり取りが交わされ

にアピール。ホームセイ

ていた。また地方からの招待展示も会場

フティシステムの株式会

をもり立ててくれた。今回、この展示で

社オーエステクノロジー

見込み客を得た出展社も多かったそう

は、事前に招待状を送っ

で、是非これからのビジネスにつなげて

たホームメーカー、ハウ

いただきたい。

スメーカー、医療機器の

●女性客に人気だったマザーランドの展示

企業のご担当者が来場。

我が社をアピール

BtoB ビ ジ ネ ス に 手 応 え

SOHO プレゼンテーション

を感じていたようだ。

今回は教育系の展示ブースも目立っ

来場者を巻き込むタイプの展示も人気

我こそと思う出展 SOHO が、自由に壇

た。＠ＡＲＴは英会話教室の講座風景な

だった。多摩おんがく堂のスピーカーに

上に上がり、制限時間内で自社の商品や

どをパネル展示して事業内容や会社を説

は、多くのお客さんが足をとめて耳を傾

サービスのよさを会場に訴えるプレゼン

明。講座ごとのチラシや手がけた翻訳本

けていた。「この製品の存在を訴えられ

テーション・タイム！

なども並べてあり、わかりやすい展示と

ただけでも展示会に出展した意義があっ

弁舌さわやか。プレンテーションスキル

なっていた。
（株）
バーチャル・ハーモニー

た。こちらが想定していなかった販売先

も、回を重ねるごとに確実にアップして

では、立体図形が自由自在に動き、小学

のヒントももらうことができた。来年も

いるようだった。

生が理解しにくい「地球の自転と太陽の

是非出店したい」と出展者。前回も人気

みかけの動きの関連」などがわかりやす

を博した

く示される、３次元学習ソフトをデモン

合うカラーとそれに基づいたアンチエイ

ストレーション。楽・楽！脳づくりあそ

ジングメークを来場者に提案。女性客が

びは、親子で楽しく英才脳を育てるため

切れ目なく訪れ、変身した自分の姿に見

今回の初企画、来場者のアンケートに

に開発した遊びのＤＶＤを放映し紹介し

入っていた。ゴルフのパット練習機が実

よるベストＳＯＨＯ展示賞には、多摩お

ていた。

際に試せる株式会社 ABYZs にも、ひっ

んがく堂、Ｐｒｉｍａｇｅ、＠ＡＲＴが

Ｐｒｉｍａｇｅは、自分に似

皆さん、さすが

そして、ベストＳＯＨＯ展示賞
３社が決定！

住まいに関わるビジネスブースも多

選ばれた。多摩おんがく堂は、
「予期し

かった。一級建築士事務所エスは、お

なかった結果にびっくり仰天です」と挨

客さんにキーワードを自由に出してもら

拶。両手で万歳をして舞台から飛び降り、

い、そのキーワードをもとにホワイト

喜びを全身で表していた。Ｐｒｉｍａｇ

ボードに簡単な間取り図を描いていくと

ｅは、「これからもカラーを使って三鷹

いう、おもしろい試みを実施。間取り図

市の皆さんをきれいにしていきます」と

体験を楽しむ来場者の姿が見られた。マ

挨拶、＠ＡＲＴは「協力して下さった方

ザーランドは 、今回 “インテリアデザイ
ナーが選んだリラックスタイム” として、

ありがとうございました」と喜びの言葉
●おとうさんのバラを説明する長谷川さん

を語った。
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セレクトショップコーナー
会場の一角には、みたかモールから、
ナチュラルシルクショップ / サンシャイ
ンカンパニーが出展。肌の弱い人のため
にシルクを使った美容液や石鹸、シルク
入りおかき、血糖値を下げる桑の葉茶な
どこだわりの商品を展示販売した。
創業・経営相談会
三鷹商工会による相談コーナー。ロ
ビーの奥まった一角に、気軽に立ち寄っ
て相談ができる。ビジネス講演会との相
乗効果もあって、人気コーナーのひとつ
となっていた。

＜第 9 回 SOHO フェスタ in MITAKA の出展社一覧＞
■ SOHO 展示
（有）創造デザイン		

オーサリングツール、効率性を追求した即戦力人材育成を提案！

（株）朝乃国		

韓国健康・ダイエット食品を豊富に揃えています。ネットで店舗運営してみませんか？

Ｔ＆Ｅ ワールド（株）		
（有）アイネット 		

起業相談コーナー
こちらは完全予約制で、相談時間は一

カナダ留学、カナダ企画旅行、国際交流についての事業紹介及び一般旅行商品の紹介
自社商品・サービスのご紹介

ブルーグラフィック		

WEB ＆ DTP グラフィックデザイン

マザーランド		

[ 住まいは癒し ] インテリアやエクステリアの一工夫で、住まいを快適にする方法をご提案

（株）SAFC			

心が弾む！『楽・楽！脳づくりあそび』DVD で、親子で楽しく英才脳づくり。

（株）バーチャル・ハーモニー

３次元学習ソフト（全編３次元コンピュータグラフィックス） ３次元コンテンツ

日本ビー・エヌ・アイ（株）

紹介を通じ相互の事業を積極的に支援する日本初の事業者グループの紹介と、会員募集

万華鏡の華麗堂		

美しい万華鏡の世界をぜひお楽しみください。

（有）インフォメーションマネージメントコンサルイティング

ISMS( 情報セキュリテイ ) 認証取得支援ソフトウエア

（有）遊造			

オーロラ中継 Live! オーロラ （科学技術コミュニケーション事業）

（有）シーキューブシステムズ

遠隔監視制御システム（各種設備の監視および制御、水質の監視）

メディカルシステム・ナガイ

医用画像ファイリングシステム

NPO シニア SOHO 普及サロン・三鷹 シニアの「地域デビューの場」「交流の場」「コミュニティービジネス支援」などを提供
杉山卓事務所		

コミュニティビジネスサロン（B1）

（）

（株）ABYZs		

環境改善と安全を基に美しい日本に戻ろう
ゴルフのパット練習機 Eaglegetter は理想のストロークが科学的に習得できます。

（有）アネシス		

キャリアカウンセリング、セカンドキャリアとセカンドライフの支援を得意とする。

（株）ジェーシー・プリマ

自分に似合うカラーを知って、アンチエイジングメイク

（株）ミュール		

弊社で企画、取材、編集、デザイン、DTP、印刷まで手がけた出版物、パンフ、ポスター

デザイン創造工房『めがね』

mono design - 印 -

多摩おんがく堂		

驚異の Hi-Fi サウンド !! 「Yoshii9」ご視聴あれ !

女性も訪れ、時間いっぱい使って熱心に

三鷹 ICT 事業者協会		

三鷹のシステム開発事業者が集まって活動します。

質問する姿が見られた。

アプリケーションプラス（株）

アプリケーションプラスのサービス（Web サイトマネジメント）ご紹介

一級建築士事務所エス		

多様化する居住空間。エスは「生活者」「事業者」双方の視線からデザインします。

人１時間。中高年の男性だけでなく若い

なんと三鷹でオーロラが見られる！
「Live ！ オーロラ」

（有）そーほっと		

三鷹ひまわり第三共同作業所との協働新商品の紹介／ビジネス・サポートｼ事業の紹介

（株）オーエステクノロジー

ホームセイフティネットワーク 新規格 Zigbee での空調センサ等の無線化。

LLP ビアンエートル		

新壁面緑化システム「太陽と雨水と風で緑のブラインド」と室内環境快適化商品群の紹介

smallwave			

Web デザイン・Web システム等の紹介

18 日の B 会場では、アラスカの観測

ビーグラフィックス		

グラフィックデザインの実績紹介。過去製作した企業様パンフレット作品や DVD 等の展示

所から、ＴＶなどでは見られない動画の

@ART			

企業、一般向けの英会話・ビジネス英語・英文ライティング・翻訳の講座を企画・開催

Biue Shell（有）		

ナノテクノロジーが生んだ天然無機材料

わがまま屋 ひろ		

手づくりみそを展示します。ぜひお立寄りください。

ＭＳＷ資料室		

医療福祉に役立つ資料を展示販売

実験映像をフルカラーでライブ配信。こ
の時期は、アラスカ上空にすばらしい
オーロラが頻繁にあらわれるのだとい
う。主催者の有限会社遊造「一般の方に
このプロジェクトのことを一人でも多く
知って頂きたい」とイベントを企画、産
プラ 7 階に別世界を作り出していた。会
場は、遠くからも詰め掛けたオーロラ
ファンで大盛況。主催者も「予想以上に
お客さんが来てくれた」と喜んでいた。
今年も盛り上がりました
SOHO オークション！
3 回目となる今回のオークションは、
小型文具から、営業の際の身だしなみに
欠かせない鼻毛カッター（もちろん未使

■企業展示
多摩信用金庫 		

ブルームセンターの紹介、商品・サービスの紹介

国民生活金融公庫三鷹支店

融資制度にかかる資料の展示と配布、融資相談への対応

（株）NTT データシステムサービス

SOHO 向けセキュリティ製品の展示

東京電力（株）武蔵野支店

話題のオール電化を IH クッキングヒーター、エコキュートを中心に説明いたします。

UFJ ニコス（株）立川支店

EC 決済トータル Solution - ネットワーク決済システムのご提案 -

（株）キャリア･マム		
理想科学工業（株）理想三鷹支店

消費者参加型のプロモーションとマーケティングリサーチ
簡易折り機「折り姫」、印刷機「リソグラフ」と高速カラープリンター「オルフィス」をご紹介

■招待展示
NPO 愛知ネット		

「いっつもトーク」「安否メ～ル」「各種市民活動支援」等のパンフレットを展示します。

川賀石材店			

庭園・ベランダ・玄関をはじめ、ルームライトに…来待石の「あかり」を展示します。

多摩市役所			

平成 17 年に多摩市に開設した創業支援施設、ビジネススクエア多摩の紹介

西武信用金庫		

ベンチャー企業やコミュニティビジネスを営む方に最適なオフィスを提供しています。

出雲アロマスリット工房

豊かな自然に囲まれた出雲の國より、やすらぎと癒しをお届けします。

（有）Ｗ ill さんいん		

パネル、パンフの展示

用）、ゆとりタイム用に双眼鏡や高級ゴ
ルフパッド、デスクやキャビネット、AV
機器等まで盛りだくさんの出品があっ
た。オークショニアの歯切れの良いトー
クで、終始笑い声が起こりにぎやかに行
われた。
まず、スタートは「Nikon ロゴ入り携

■テーブル展示
アドリブ			

当社デザインの出版物、CD ジャケットデザイン、HP デザインの紹介

おとうさんのバラ		

バラの露地栽培を通して地域の皆さんと交流し、日持ちの良い香り高い花を生産販売します。

守成クラブ武蔵野		

全国 50 会場にて毎月開催の「仕事バンバンプラザ」に参加しビジネスを拡大しよう！

スパイラルイノベーション（株）

SOHO 向けホームページ・仮想店舗・i-commerce サイト作成・インターネット関連手続き代行

■主催者展示

商工会、まちづくり三鷹

（）
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帯用名刺入れ」
。50 円 か ら 始 ま り 210

前が並び、小規模ビジネスのグローバル

円で落札。これを使って、ますますのご

化も感じさせられた。

活躍をお祈りします。
人 気 が 集 中 し た の は、AV 関 連 機 器。

2006.12.8. fri.

大きく重いため、出展者が持ち帰りた
くないというコピー＆プリンタ複合機に

テ レ コ や CD プ レ ー ヤ ー、 小 型 ス ピ ー

は、異例の「カウントダウン方式」が

カーなど品物が充実の品揃え。お買い得

採用され、開始価格から 500 円引きの

感のある「DVD 付きホームシアターセッ

4,500 円で落札した。

ト 」 は 3,000 円 か ら 始 ま り 4,300 円 で

最後に行われた、「文具のつかみ取り

落札。1 番人気は
「ポータブル DVD プレー

大会」には長蛇の列が。手が大きい男性

ヤー」。1,500 円から始まり 3,400 円で

有利かと思われたが、女性の皆さんも大

満足のうちにオークションは幕を閉じ

落札された。落札者には国際色豊かな名

健闘。出展者も落札者もみんなが喜び、

た。

審査員も悩むプラン続出！
ビジネスプランコンテスト

●意外にウケた文房具のつかみ取り大会

日本 SOHO 大賞は
愛知県安城市の舟橋正浩氏が受賞！
フェスタの運営スタッフを務めている

17 日の B 会場では、ビジネスプラン

三鷹 SOHO 倶楽部が、「今年最も活躍し

コンテストの最終審査が行われた。

た SOHO」として選んだのは、フナハシ・

今年は、遠く北海道、愛知県からの応

ドットコムの舟橋正浩氏。住まいのある

募もあり、過去最高の応募者総数 69 件

愛知県安城市で子育てもこなしつつ、出

中、市外からの応募が 7 割。また学生か

身地・北海道札幌市の両方を拠点に、日

らの応募が 4 割を占めていた。
応募プランのうち 10 プランが最終審

本各地を身軽に移動し、全国の SOHO を
●プランを力説する吉松文哉氏

査に進み、当日は 9 プランのプレゼンが
行われた。熱く語る発表者に対し、審査
員の鋭い質問に、会場が笑いに包まれる
場面もあり、大いに盛り上がった。
プランの内容は、環境にやさしいメッ
キ皮膜や、完全消滅型生ごみ処理装置、
高度無線センサーネットワークシステム
事業化など、ハード系や技術系が 3 件。
住まいの安心ネットや、助産婦の子育て
支援といった地域密着型が 2 件。そし
て脳のトレーニングシステム、インター
ネット上に投稿された小説を元に出版企
画を行うプラン、事故成長意欲の高い就
職活動生と起業のマッチングなど、ソフ
ト系の企画が４件であった。
会場が最も盛り上がったのは、ソフト
系の中でも、登録した人達をアルゴリズ
ムでグルーピングして、お見合いができ
るサービス。収益を得る手段や、その実
現性の詳細など、審査員からの質問も活
発。さらに審査員からは、結婚相談所と
のジョイント案や「主婦向けの安全な合
コン」ツールとしての可能性などの提案
もなされた。
最後に、審査委員長の株式会社田中経
営研究所・田中最代冶氏から、
「誰をグ
ランプリにするかだいぶもめました。結
局、結果を見ないと本当のところは決ま
らないということで、今回はグランプリ
はなし。皆さんに賞を差し上げます」と
コメント。プレゼンター全員が何らかの
賞を受賞するという結果になった。

結びつける役割を果たしたことが高く評
価された。

＜ビジネスプランコンテスト受賞者＞
◆優秀賞
株式会社オーエステクノロジー
代表取締役 吉松文哉氏
最 近 注 目 の「ZigBee」 ネ ッ ト ワ ー ク に セ
ンサーを搭載することで新しい各種アプリ
ケーションを開発することを提案した。
有限会社シーウェル
代表取締役 金子 賢氏
生ごみ処理と業務改善の二つの課題を同時
に解決する生ごみ処理装置の販売を提案し
た。

今回は各方面に大好評
テーマデザイン大賞
今回のパンフレットの表紙やポスター
を飾ったテーマデザイン大賞。受賞者は
澁木智宏さん。北海道在住のため、代理
人への賞状授与が行われた。
来場者に抽選で 5 名様に
クオカード 5 千円分贈呈
ベスト展示 SOHO 選出のアンケートを

◆学生ベンチャー賞
奈良先端科学技術大学院大学
黒岩 将氏

記入していただいた方から、厳正な抽選

◆地域貢献賞
株式会社アファン
代表取締役 藤川陽一氏

の広がりを表しているようだ。当選者の

◆しんきん産業活性化賞
株式会社鍍金化工所
代表取締役 柴 太氏
◆奨励賞
法政大学大学院
永野 毅氏
NPO シニア SOHO 普及サロン・三鷹
ワーキンググループ住まいあんしんネット
淡河敏一氏

の元に 5 名を選出。千葉や横浜など、遠
方からの来場者の当選もあり、フェスタ
皆さん、おめでとうございました。

出展社の模様を動画で配信中！
「ちゃんねる SOHO」実験開始
三 鷹 SOHO 倶 楽 部 が 運 営 す る
SOHO の た め の 動 画 PR サ ー ビ ス
「ちゃんねる SOHO」が、来年春の
スタートを前に実証実験をしていま
す。アンケートにご協力いただける

株式会社ジースタイラス
代表取締役 折阪佳紀氏

方は、担当：斉藤（三鷹 SOHO 倶楽部）

はっぴいまむず
谷助産院

URL：http://www.msoho.net/

までメールをお願いいたします。
Mail：nsaito@msoho.net

