
おかやま起業支援金とは…
　岡山県内で、地域課題の解決を目的とした、社会的事業を新たに起業
（※1）する方を対象に、対象経費の２分の１（最大２００万円）を補助
する制度です。
　令和元年度に創設された起業支援金制度により、令和２年度に採択
（※2）された県内の起業者２３名のうち６名の社会的事業の取組内
容について、本事例集でご紹介いたします。
（※1）令和３年度から事業承継・第二創業も対象
（※2）起業者累計４１名

社会性
地域社会が抱える課
題を解決する事業で
あることが大前提。

収益を確保し
て事業が継続
できること。

事業性

地域において不
足しているサー
ビスであること。

必要性

【社会的事業とは】
　岡山県が定める次の分野において新たに起業する

事業のことです。
・子育て支援

・まちづくりの推進

・社会福祉関連

・社会教育関連

・地域活性化関連

・過疎地域等活性化関連

・買物弱者支援

・地域交通支援

・環境関連
※第一次産業は
　対象となりません。

令和３年１１月
岡山県・岡山県商工会連合会

令和３年度 岡山県地域課題解決型起業支援事業

お やか ま

起業支援金事例集起業支援金事例集

対
象
要
件

Happy Collaboration 合同会社【P1】 couleur【P2】 杵戸屋【P3】

NiBBLES COFFEE!【P4】 株式会社ほいらく【P5】 一般社団法人ジンジャー・エール【P6】
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拠点内観
(リノベ後 )

拠点外観
(リノベ前 )

高梁の街並み

【地域の現状と課題】
高梁市は30年前から歴史的町並みの保全

再生を推進してきましたが、市全体で高齢化
や県南エリアへの人口流出が続き、旧城下町
エリアは閑散としている状況。 
【課題解決の効果】
旧城下町エリアの元・駄菓子屋の空き家

を「学びと地域の交流拠点」に再生して、学
習型・体験型のオンライン交流イベントを開
催することで交流人口を拡大し、周辺エリア
の活性化を図ります。 
【今後の展望】
高梁市を拠点に、教育を軸としたまちづく

りに挑み、学校・地域・自治体・企業の垣根を
超えたコラボレーションを推進し、関わる人と
地域の幸せと未来を創出します。
また、岡山高梁から教育×地域の100の挑戦

を生み出すプロジェクト「高梁100challenge」
を実施し、地域の活性化を目指します。

県外からの移住・起業のため、まずは補
助金事務局に相談しました。事業の方向性を
定める際に、高梁市の総合計画や政策を把
握することをアドバイスされ、自分で調べた
ことで理解も深まり、事業計画がより地域課
題に即したものになりました。
また、自分の頭の中にあるアイデアの可

視化・言語化をすることができました。 
事業開始に際し、専門家の的確なアドバ

イスや、補助金実績報告の諸手続きについて
補助金事務局のバックアップが心強かった
です。

神奈川県横浜市出身。東京のオンライン

教育ベンチャー企業に13年勤務し、約10年

間「オンラインによる教育の地方格差の解消」

に取り組みました。2020年10月末に退職し、

岡山県高梁市に移住しました。

高梁市企画課アドバイザーを務める知人

の紹介で岡山県高梁市を知り、2020年に初

めて訪れ、元々歴史好きだったことから、「備

中小京都」と称される風情ある高梁の町並み

が印象に残り、そして、住民の皆様による長

年の地域おこしの取り組みに感銘を受けたこ

とが移住のきっかけです。 

オンライン教育による地方格差の解消に

取り組んだ経験をもとに、この機に高梁市に

移住し、高梁の地域活性化に貢献したい思い

から起業しました。

起業支援金・移住支援金の活用機会を得

たことも大きな後押しとなりました。

起業のきっかけ 解決を目指す地域課題 相談した相手

代表者　横山 弘毅 氏

事業所名

HP

住　所

起業時期

事業内容

メディア紹介

Happy Collaboration合同会社

https://www.happycollaboration.com/
〒716-0011　岡山県高梁市本町77
2020年12月4日
教育事業、まちづくり事業、サテライトオフィス運営事業　など
FMくらしき、岡山経済新聞、Yahoo!ニュース、ICT教育メディア 
EdTech zine、吉備ケーブルテレビ、山陽新聞、RSK 山陽放送、
OHK 岡山放送

古民家リノベ×教育×オンラインで地域活性 

HP

移住

ビジネスモデル図

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-
start.com/case/175/

高梁 100challenge
https://100challenge.wixsite.com/takahashi

社会
教育
【高梁市】

https://www.happycollaboration.com/
https://okayama-start.com/case/175/
https://okayama-start.com/case/175/
https://okayama-start.com/case/175/
https://100challenge.wixsite.com/takahashi
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店舗外観

岡山市産等農作物 肉料理

【地域の現状と課題】
岡山市は全国有数の農業都市ですが、岡

山市産農作物の消費意欲が伸び悩み、近隣
の子育て世帯は、大型スーパーの総菜を購入
するなど、岡山市産農作物への関わりが少な
い状況でした。 
また、農業者の担い手不足や高齢化によ

り、農業を継続できる環境づくりと競争力強
化への取組が課題となっていました。 
【課題解決の効果】
岡山市産農作物等を使ったフランス料理

を提供することで、子育て世帯と農業者のつ
ながりを創り、消費意欲の向上や農業が持続
可能な環境づくりに向けた課題解決に取り組
みます。 
【今後の展望】
吉備中央町のジビエ、備前焼など、県内

の地域事業者並びに地域産品と連携してい
ますので、岡山の良さを知っていただき、県
内各地に足を運んでもらいたいです。

約3年間、店舗レイアウト等の構想を練っ

ていましたが、具体的なビジネスプランまで

は作成できていませんでした。 私の兄から起

業支援金制度を教えてもらい、補助金事務

局に相談したことが申請のきっかけです。 　

　私の思いと地域課題解決の目的が同じ方

向性であったため、改めて地域の農作物や

お客様のことを考え、実現するためのビジ

ネスプランを作成できました。

プランの作成により、私の思いが整理・

明確になったとともに、補助金による資金調

達がスタートアップに必要な設備投資及び

運転資金の大きな手助けとなりました。　

そして、開店までに、支援機関の方のバッ

クアップや専門家の方から的確なアドバイ

スをいただけたことも有難かったです。

各地（岡山、鳥取、東京、フランス）でフラ

ンス料理の修業をしているうちに、地元の岡

山市で自分のお店を開き、岡山市を中心とし

た農作物を素材としたフランス料理を作りた

い思いが強くなり、約3年間、起業の構想を練

りました。

また、結婚、子供の誕生により、家庭を持っ

たタイミングで、東京から岡山へ移住・起業す

るための行動を開始し、私と同じ子育て世帯

に、岡山の食材を使った彩りあるフランス料理

を食べていただき、笑顔になってもらいたい

思いを抱きました。

当初、店舗の立地と運営について悩みまし

たが、父が経営するキッズウェア等のセレクト

ショップ「NORTH AMERICAN RAGSTORE」

の店舗内に、フランス料理のお店を併設する

ことで、お客様が買い物と食事を両方楽しめ

るお店づくりを進めました。

相談した相手起業のきっかけ 解決を目指す地域課題

代表者　岩本 尚也 氏

事業所名

HP

住　所

電　話

起業時期

事業内容

営業時間

定休日

couleur（クルール）

https://restaurant-couleur.jimdofree.com/
〒700-0976　岡山県岡山市北区辰巳5-120
086-246-0552
2020年12月21日
フランス料理店
12:00-15:00 (ラストオーダー14:00)、18:00-22:00 (ラストオーダー20:00)
※夜は完全予約制（当日15時までに予約）   　　　　　　火・水

フランス料理による地元農産物の消費量の向上
WEBサイト
「事例紹介」

HP

地域
活性化
【岡山市】

ビジネスモデル図

https://okayama-
start.com/case/169/

https://restaurant-couleur.jimdofree.com/
https://okayama-start.com/case/169/
https://okayama-start.com/case/169/
https://okayama-start.com/case/169/
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販売商品
赤磐市

吉井地区の田んぼ

白餅とよもぎ餅

赤磐市吉井地区の稲穂

丸餅製造

夫の両親は、10年前から自作農のヒメノ

モチ米を使って餅を製造し、近隣の直売所で

販売し、お客様から喜ばれています。忙しい

時期は私も手伝いをしていましたが、夫の両

親が高齢になり、米作りや餅の製造販売が出

来なくなる時期が来ました。

私は、結婚を機に、農業に携わることとな

りましたが、地域に代々続く農家の米作りや

餅の製造販売を止めてしまうのは勿体ないと

考えるようになっていました。

そこで、私自身の考えや行動で、米・餅の

販路を拡大し、事業を広く展開したいという

思いが強くなり、起業することにしました。

代表者　戸川 美加 氏

事業所名

住　所

電　話

起業時期

事業内容

販売場所

杵戸屋

〒701-2435　岡山県赤磐市仁堀中246-1
086-958-2737
2020年9月4日
餅製造販売業

【地域の現状と課題】
赤磐市では、中山間地域の農業は重労働

で儲けが少ないため「米を作っても儲からな
い」と周辺の農家から聞いていました。また、
農業者の高齢化や後継者不足といった問題か
ら、ますます耕作放棄地が増え続ける可能性
がありました。
【課題解決の効果】
既存の販売先から餅販売の好感触を得て、

販路を確保した上で、地域の農家と直接契約
し、餅米の生産を受託することを考えました。
　作り手である生産者の思いやお米の品質を
把握し、安心・安全な餅の加工販売に取り組
み、自信を持って消費者に提供することで米
農家の笑顔も生み出すことができます。
【今後の展望】
餅の製造販売による地域の米・餅の認知

度向上、消費拡大により、地域米農家の持続
に繋げていくことを目標としています。

最寄りの支援機関である赤磐商工会が、
起業支援金を教えてくださったことが大きな
転機となりました。事業計画や資金調達など
経営に関するあらゆる事に相談に乗ってくだ
さったのでとても心強かったです。開業後も
サポートしてくださり大変お世話になってい
ます。
また、起業の思いをビジネスプランの形

にでき、実現できたことと、起業時期と新米
の出荷時期が重なっていたので、製造及び販
売がスムーズに行えたことは大きな自信とな
りました。

相談した相手起業のきっかけ 解決を目指す地域課題

餅の製造販売による米農家の持続
地域
活性化
【赤磐市】

ビジネスモデル図

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-
start.com/case/164/

委託販売先【10月～ 5月頃 ※夏季はお休み】
・マルナカ5店舗（山陽・平島・高屋・西大寺・建部） ・コープ２店舗（山陽・西大寺）
・ゆめタウン２店舗（山陽・平島）  ・ゆめマート美作店・山陽青空市桃の里店・
ＪＡ吉井特産館・赤磐市ふるさと納税返礼品　など

https://okayama-start.com/case/164/
https://okayama-start.com/case/164/
https://okayama-start.com/case/164/
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旧高田幼稚園正面

メディア紹介 インスタグラム

【地域の現状と課題】
津山市では、少子化、核家族化、女性の社

会進出などにより、幼稚園利用者が減り、保
育園利用者が増えていることや、幼児教育の
充実、設備維持費・人件費などの財政コスト
の削減等が地域課題でした。
【課題解決の効果】
旧高田幼稚園周辺には、小売店や飲食店

もなく、廃園後は益々閑散としていましたが、
人気のパン屋やギャラリーやカフェが入る複
合施設としてリノベーションし、幼稚園施設
の遊戯室・テラス・園庭は、フリースペース
として、子供たちが遊べる公園として開放す
ることで賑わっています。
【今後の展望】
月1回程度、地元野菜の朝市や飲食店等に

出店してもらうマルシェイベントを開催する
など、子供からお年寄りまでの地域住民が旧
高田幼稚園に集い、地域の賑わいを創造する
ことが目標です。

起業にあたって、活用できる補助金制度

の情報収集のため、つやま産業支援センター

を訪ねたところ、この支援金を紹介していた

だきました。

事業計画の作成は、最寄りの支援機関で

ある津山商工会議所にアドバイスいただき、

ブラッシュアップすることで、開業に必要な

準備や費用がより明確になりました。同時に

金融機関からの創業融資もスムーズに受け

ることができました。コロナ禍ですが、今の

ところ計画を上回る売上を確保でき、順調に

営業できています。

また、この支援金を活用できたお陰で、

自分がこだわるコーヒーの味を引き出すため

に欠かせない、高価格で創業時は導入できな

いと思っていた海外製のGIESENの焙煎機を

導入することができ、安定的に質の高いコー

ヒーを提供できています。

私は、コーヒーという飲み物が、若い人か
らお年寄りまで対等に会話ができるツールで
あり、人と人を繋ぐ力があることから、自分
の淹れるコーヒーを通じて地域の方が、近況
報告や他愛も無い会話が毎日できる場所にな
れば最高であると考えていました。
そんな思いの中、旧高田幼稚園の利活用に

取り組む知人から一緒に出店しようと声をか
けていただいたことが起業のきっかけです。
そして、旧幼稚園を地域のコミュニティと

しての機能を兼ね備えた複合施設とするた
め、リノベーションに3店で一緒に取り組む
ことになりました。

相談した相手起業のきっかけ 解決を目指す地域課題

代表者　松田 直起 氏

事業所名

インスタグラム

住　所

起業時期

事業内容

営業時間

定休日

NiBBLES COFFEE!（ニブルスコーヒー）

https://www.instagram.com/nibbles_coffee/
〒708-0807　岡山県津山市下横野1172-5
2021年1月15日
飲食業（コーヒー、カフェラテ、フルーツサンド、焼菓子、スムージー、コーヒー豆等）
10:00～17:00
月曜日
山陽新聞、オセラ、タウン情報おかやま、NHK岡山

旧高田幼稚園を利活用した自家焙煎珈琲屋過疎地域
等活性化
【津山市】

店舗外観

GIESEN焙煎機

ビジネスモデル図

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-
start.com/case/158/

https://www.instagram.com/nibbles_coffee/
https://okayama-start.com/case/158/
https://okayama-start.com/case/158/
https://okayama-start.com/case/158/
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ほいらく アートボード

【地域の現状と課題】
◯子育て中または妊娠中の保活ママにと

　　っては、情報収集、見学予約など各種手
　　続きの事務的な負担が大きく、子どもを
　　24時間見ている中、保活によるストレス
　　で精神的な負担が大きい。
◯保育士不足となっている保育施設では、

　　 児童を定員まで受け入れできず、業務
　　 負荷も大きいことから、保育の現場は
　　 切迫していました。
◯岡山市は待機児童数が全国ワースト4位。
　（2020年4月）
【課題解決の効果】
保育施設の膨大な情報をワンストップで

把握できるポータルサイトを運営することに
より、ママたちや保育士の負担軽減、さらに
は、待機児童数の低減等の岡山市の地域課題
の解決につながります。
【今後の展望】
岡山市を皮切りに、保育施設の情報検索

エリアを広げていき、保活といえば「ほいら
く」と言われるようなサービスにすることが
目標です。

起業に必要な資金調達についてインター
ネットで調べているときに起業支援金を見つ
けました。その3日後に起業支援金の相談会
があることを知り、すぐに電話で予約入れた
ことを覚えています。
相談会では、起業支援金の説明の他に、

自身の事業の方針について、補助金事務局に
相談に乗っていただけました。具体的なアド
バイスをいただき、行動に移すことができま
した。
起業支援金を申請する際の事業計画書を

作成することで、一人でやらなきゃと考えて
いたことを整理整頓でき、自分ひとりの力で
は、この速さで、起業を実現することができ
なかったと感じています。
そして、事業開始までに、支援機関の方

のバックアップや各種専門家の方から的確な
アドバイスを受けることができたのが心強
かったです。

私が妊娠中に保活をしていた時、動きすぎ

とストレスで切迫早産による入院をした経験

から、現在のコロナ禍で保育施設の見学にも

思うように行けないママたちをなんとかした

い！と思ったことが起業のきっかけです。

2020年4月時点で、岡山市の待機児童数

は全国ワースト4位。保活のDXも進んでいま

せんでした。そこで私自身、保育施設の検索

ポータルサイトを立ち上げ、ママたちの情報

収集を楽にしようと考えました。保活の大変

さを体験した私だから

できるママ目線サイト

づくりが強みです。

起業後は、子育て

支援と同時に、保育士

や行政にとっても負担

軽減につながる事業

に取り組んでいます。

相談した相手起業のきっかけ 解決を目指す地域課題

代表者　大津 朱里 氏

事業所名

HP

住　所

起業時期

事業内容

表　彰

メディア紹介

株式会社ほいらく

https://hoiraku.jp/
岡山県岡山市
2020年6月24日 (法人設立: 2021年4月20日)
「ほいらく」の企画・開発・運営、イベント・講演企画、静止画・動画制作、Web制作
■SOERU中国地域女性ビジネスプランコンテスト2020 優秀賞＆会長賞
■Japanビジネスデザイン発見＆発表会η2020-2021 社会起業家大賞
読売新聞、山陽新聞、岡山経済新聞、KSB瀬戸内海放送、LaLa Okayama、RadioMOMO

保活DXによる待機児童数の低減へ

HP

子育て
支援
【岡山市】

ほいらく紹介

従来の「保活」の流れ

ビジネスモデル図

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-
start.com/case/153/

https://hoiraku.jp/
https://okayama-start.com/case/153/
https://okayama-start.com/case/153/
https://okayama-start.com/case/153/


6

神社 店舗内のおひさまひろば

【地域の現状と課題】
備前市日生町は、過疎化・高齢化の進展に

よる空き家や耕作放棄地の増加により、子ど

もから高齢者までが楽しく安心して暮らせる

まちづくりと健康支援、そして、地域の担い

手の創出が課題でした。

【課題解決の効果】
「古民家カフェ」を拠点に健康的な食事の

提案・提供や子育てや・健康づくりの支援・

地域の方の活躍の場を提供（個展・手作り品

販売）することで備前市の地域課題の解決に

つながります。

【今後の展望】
「認知症カフェ」「地域サークル支援」「地

域資源を活用した新商品の開発」など多くの

人が集まる仕掛けづくりにより、楽しく安心

して暮らせるまちづくりに貢献することが目

標です。

起業支援金制度の目的である地域課題解

決というところが自分たちの展開しようとい

ている事業目的と合っていると感じたことが

きっかけとなりました。

そこで、最寄りの支援機関の備前東商工

会へ起業相談し、受けたアドバイスをもとに

申請した結果、見事採択となりました。

起業後は、初めての経営で不慣れだった

諸手続き（社会保険・労働保険等）も支援し

ていただき、不安が解消され、とても有難

かったです。

子育て中に地域のママ達と子育て支援ボ
ランティアを立ち上げ、14年間活動したの
ち、一般社団法人の設立を考えました。地元
の日生町で古民家を探していたところ、近所
の方が現店舗の大家さんとつないでくださ
り、快く無償提供していただきました。新た
な出会いもあり起業を決断しました。
法人の理事3人がそれぞれの得意分野（子

育て・健康づくり・料理）を活かし、「健康」
をテーマとした地域活性化を目標に、店舗（古
民家カフェ）が神社の横という立地や地域応
援の意味から法人名をジンジャー（神社）・
エール（応援）と名付けました。

相談した相手起業のきっかけ 解決を目指す地域課題

代表者　東 由加 氏

事業所名

店舗名

HP

住　所

電　話

起業時期

事業内容

営業時間 定休日

一般社団法人ジンジャー・エール

古民家 麹カフェ「天goo」
https://ten-goo.com/
〒701-3202　岡山県備前市日生町寒河1037-1
0869-93-4028
2020年7月3日
「健康」をテーマにした 子育て支援事業・健康づくり事業・コミュニティカフェ事業（カフェ天goo）を展開
11：00～ 16：00　　　　　　月・火

古民家カフェから地域の健康づくりを応援

HP

地域
活性化
【備前市】

店舗外観

日生町寒河

ビジネスモデル図

WEBサイト
「事例紹介」
https://okayama-
start.com/case/147/

https://ten-goo.com/
https://okayama-start.com/case/147/
https://okayama-start.com/case/147/
https://okayama-start.com/case/147/


新庄村

真庭市

新見市

鏡野町

津山市

美作市
美咲町

久米南町

赤磐市
和気町

備前市

瀬戸内市

岡山市

玉野市

倉敷市

総社市

吉備中央町

高梁市

矢掛町

浅口市
笠岡市

井原市

奈義町

勝央町勝央町

早島町早島町

里庄町里庄町

西粟倉村西粟倉村

⑧

⑭

⑤

④

⑬

⑫

⑯
⑱

⑥

⑦

⑮

⑨

⑩

⑰

②

③

⑪⑪

①①

令和２年度
おかやま起業支援金採択者一覧

令和３年度 岡山県地域課題解決型起業支援事業事務局
（岡山県商工会連合会 組織支援課）
住所：〒700－0817 岡山市北区弓之町４番-19-401号
電話：086－224－4341　Eメール：start@okasci.or.jp

おかやま起業支援金
https://okayama-start.com/

おかやま起業支援金事例紹介
https://okayama-start.com/case/

【商工会とは…】地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくりのために活動を行う総合経済団体です。全国の市町村に1,649
（R2/4現在）、岡山県内に20の商工会があります。商工会連合会は、広域的に地域事業者のみなさまを支援いたします。

東京 23 区の在住者ま
たは東京圏から東京 23
区へ通勤する方を対象
に、東京圏外への移住
及び起業・就業等を支
援する制度です。

「移住支援金」移住

移住

市町村 氏 名 事業所名

高梁市① 横山　弘毅 Happy Collaboration合同会社 P.1https://www.happycollaboration.com/

岡山市② 岩本　尚也 couleur P.2https://restaurant-couleur.jimdofree.com/

赤磐市③ 戸川　美加 杵戸屋 P.3

津山市④ 松田　直起 NiBBLES COFFEE! P.4https://www.instagram.com/nibbles_coffee/

岡山市⑤ 大津　朱里 株式会社ほいらく P.5https://hoiraku.jp/

備前市⑥ 東　由加
一般社団法人ジンジャー・エール
（店名：天goo） P.6
https://ten-goo.com/

合同会社縁社屋
（店名：鉄道ギャラリー＆スペース「総社クロスポイント」）
https://sjcrosspoint.base.shop/

岡山市⑦ 谷口　佳代 株式会社十色
https://toiro-child.amebaownd.com/

株式会社ツーエーサポート
（店名：フレアス在宅マッサージ倉敷施術所）
https://fureasu-kurashiki.com/

総社市⑧ 安達　勝利

倉敷市⑨ 赤埴　彰

真庭市⑩ 樋口　大介 株式会社キノイエ
https://ki-noie.com/

玉野市⑪ 桝谷　和幸 桝屋きんとき

早島町⑫ 中桐亜希子 喜・桐・里
https://kikiri.net/

市町村 氏 名 事業所名

美咲町⑬ 芦原美也子 Planetdyeing Terra
http://www.plantdyeterra.com

和気郡⑭ 大森　慎也 シャイニーワークス
http://sny-works.com/

エンゼル薬局西長瀬店
https://r.goope.jp/enzeru

玉野市⑮ 丹正　茉子 ガラス工房つっつ
https://www.tsuttsu.jp/

岡山市⑯ 中谷　清紀

倉敷市⑰ 田邉　正人 TKエナジー株式会社

岡山市⑱ 濱村　佳樹
合同会社スリーライフ
（店名：訪問看護リハビリステーション スリーライフ)
https://three-life.com/

美咲町⑲ 志賀　英夫 0868桃太郎商事株式会社
http://vacant-house.momotaro0868.co.jp/

シェアプレイス　エフ
https://www.instagram.com/shareplace.ef/
合同会社結の家
（店名：グループホーム結）
https://www.yui-no-ie.net/

総社市⑳ 藤井　朋子

和気町㉑ 山本　直

倉敷市㉒ HUYNH KHANH DUY AMAKIラボhttps://amaki-lab.jp/

介護タクシーしえんた
http://shienta.com/津山市㉓ 寺坂　実成

岡山県の位置

岡山県へのアクセス

各路線の乗り継ぎパターンを参
考に、所要時間の目安を掲載し
ています。ご利用される列車や
日時によって、目的地までの所
要時間が変わる場合がございま
すので、ご旅行の際はあらかじ
め駅窓口でお尋ねいただ＜か、
JR時刻表でご確認ください。

岡山県までの所要時間 岡山桃太郎空港までの所要時間

鉄道で 主要都市から岡山駅までの所要時間

自動車で 飛行機で

㉑

⑳

⑲

㉒

㉓

https://toiro-child.amebaownd.com/
https://www.tsuttsu.jp/
mailto:086%EF%BC%8D224%EF%BC%8D4341%E3%80%80E%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BC%9Astart@okasci.or.jp
https://okayama-start.com/
https://okayama-start.com/case/
https://www.happycollaboration.com/
https://restaurant-couleur.jimdofree.com/
https://www.instagram.com/nibbles_coffee/
https://hoiraku.jp/
https://ten-goo.com/
https://sjcrosspoint.base.shop/
https://fureasu-kurashiki.com/
https://ki-noie.com/
https://kikiri.net/
http://www.plantdyeterra.com
http://sny-works.com/
https://r.goope.jp/enzeru
https://three-life.com/
http://vacant-house.momotaro0868.co.jp/
https://www.instagram.com/shareplace.ef/
https://www.yui-no-ie.net/
https://amaki-lab.jp/
http://shienta.com/



