
 

 

 

 

 

 

■ 関大から始まるスタートアップ。現役大学生も、社会人も。 ■ 

“関大発”企業が続々誕生！一年間で 30 件超！ 
～経産省・中小企業庁「創業機運醸成賞」も受賞～ 

関西大学では、梅田キャンパスに「スタートアップカフェ大阪」を設けて、起業・創業の支援に取り組ん

でいます。キャンパス開設から 1年余りが経過し、累計相談者数 1,268名、関連イベント開催数 334件、             

そして創業件数 32社という実績（2016年 10月～17年 12月）を残し、“起業支援の関大梅田キャンパス”

として、着実にその歩みを進めています。いま、注目の「創業機運醸成」に貢献する取り組みとは！？  

 

 

■ 累計相談件数は 1,268 件（＊）。学生から社会人、主婦層まで、幅広いユーザーを受け入れ 

 開設当初からコンスタントに相談実績を積み重ね、2017年 12月には単月で 160件超に応対するなど、

着々と同キャンパス「スタートアップカフェ大阪」の認知度を向上させてきました〔図 1〕。また、起業家

や専門家による多種多様なイベントも継続的に開催し、学生のみならず、社会人、主婦層など幅広い   

ユーザーを対象に起業の裾野を広げています〔図 2〕。(＊)対象期間：2016年 10月～17年 12月 

■ 創業社数は 30 社超！ 多種多様な分野で新規事業（会社）を続々と立ち上げた 

開設からわずか 1 年余りで 32 社の会社創業に携わり、〔表 1〕に示すように、製造業や小売業、     

飲食業、ITや美容業界、サービス業など様々な業界に新たな風を送り込んでいます。 

※実際の創業者様のご紹介も可能ですので、ご要望があればお問合せください。 

■ 経済産業省・中小企業庁「創業機運醸成賞」を受賞 

開業率向上を目指すためには創業に無関心な層に創業を意識してもらうことが重要であることから、

地域における創業に関心をもたせる継続的な取組みを、経済産業省・中小企業庁が表彰する制度。    

2018年 2月、梅田キャンパスの活動が起業の機運醸成の一助となったと評価され、同賞を受賞しました。 

■ 近畿経済産業局が行う「LED 関西」において、『グッドサポーター賞』を受賞 

「LED 関西」とは、起業前から起業後 7 年までの女性を対象とした経済産業省・近畿経済産業局   

主催のビジネスプランコンテストのこと。大阪・京都に計 3 ヶ所設置されている、同団体公認サポート 

デスクの一つが「スタートアップカフェ大阪」です。第 4回「LED関西」（2017年 7月～2018年 1月）

では、同拠点からファイナリスト 12 名中、7 名を輩出し、スタートアップカフェ大阪が「グッドサポー

ター賞」を受賞しました。 

■ 本 学 学 生 対 象 の起 業 体 験 プログラムを 2018 年 9 月 から           

カンボジアで展開予定 

経済関連の法整備が未発達ながら、将来性が期待される    

カンボジアを舞台に、学生自らが企画したビジネスプランを実践  

するプログラムを本年 9 月に新たに実施します。起業家支援の  

一環として、国際社会で活躍できる力を育てることを目的に、現地

で受け入れられる製品やサービスの開発・販売等に挑戦予定です。 
 

起業支援 2018 年 2 月 23 日／No.63 

・「スタートアップカフェ大阪」を拠点に、幅広い層に向けて「起業」という人生の選択肢を提供 

・開設わずか 1 年余りながら、その実績を評価され、中小企業庁「創業機運醸成賞」を受賞 

・女性起業家を支援する「LED 関西」の公認サポートデスクも設置。「グッドサポーター賞」も受賞 

 
本件の 

ポイント 
 

＜梅田キャンパス 2階にあるスタートアップカフェ大阪＞ 



 

■ 図１：相談者数実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 図２：イベント参加者数実績 ＜イベント開催数：334回（2016年10月～2017年12月）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 表１：創業者代表例 

 

No 個人/法人 企業名、屋号 業界タグ 事業内容 性別

九州ハリウッド化計画

九州エリアに映画撮影の大型撮影所の展開を計画

2 個人事業主 TM.en 飲食業 カフェ 女性

3 個人事業主 ハーバリウム サービス業 ブライダル装飾、インテリア 女性

4 個人事業主 poncelet（ポンチェレット） 小売業
花雑貨の製作・販売 てづくりマルシェやネット販売からはじめ、

現在では梅田ルクア内の雑貨屋（常設）内にコーナーを出展。
女性

5 個人事業主 建築デザイン その他 独立してTSUTAYAの建築デザインを手がける 男性

6 法人 株式会社アンサソス その他

司法書士事務所と別に、スタートアップ支援を専門とする東京事

務所を設立。 海外でスタートアップをしたい日本人向けサービス

を展開予定。

男性

7 個人事業主 エビステント 製造業
現在は、自社が製造・デザインしたテントを販売している。

山が好きで登山が趣味で、登山グッズのメーカーを目指す。
男性

8 法人  miiRise株式会社 流通・貿易

ラオス語が堪能な元総合商社マン。ラオス語辞典の作成や、ラオ

ス語通約の紹介、ラオスのコーヒー雑貨輸入、ラオフェスの開催

など「ラオス」に関する事業を行う。

男性

9 個人事業主 ラグジュアリースムージー 飲食業 無農薬野菜を使ったスムージーの販売 女性

10 法人 黄色い家 サービス業 民泊事業 男性

11 個人事業主 RUGFOOD サービス業 訪日外国人向けサイト運営 男性

UNIVERSAL DESIGN

～MY RESTRANT～

13 個人事業主 Table ä Cloth　トラベルデザイナー サービス業 ハネムーナー、食文化に特化した旅行サービス事業 女性

14 法人 やぶきライフスタイル 美容・フィットネス
自身のクリニック併設の機関。 「未病」をテーマ、「健康な方」

をターゲットにしたヘルスケア事業会社を設立。
男性

プシュケクラウドファンディングのプラットフォームを運営。

3月に法人登記予定

16 個人事業主 Crisp Code IT、通信 ホームページ製作・システム開発・ホームページデザイン 男性

ジャグアアート、心を染める空間をあなたに。

～美容・ファッション・アートの融合～

書道アイドルが毛筆で世界に起こすサイン革命

～自分独自のサインをファッションやアクセサリーを買う感覚で

購入する世界の実現へ～

19 法人 アイグレー合同会社 サービス業
「タッチでストレスを減らす！」医療現場で活用できるマシュマ

ロタッチ普及事業
女性

20 個人事業主 パレスチナ・アマル コンサルティング
国連(UNRWA)のパレスチナ刺繍プロジェクト「Sulafa」の刺繍製

品販路開拓
女性

がん患者支援のための地域ネットワーク構築プロジェクト

リンパドレナージセラピスト養成研修や医療セミナーと共に、

手作り教室や運動教室など楽しめる時間共有を図る

22 法人 株式会社　ルゥルゥ商會
コンサルティング、卸売

業、 小売業

MADE IN JAPAN　FROM KYOTOブランド（iTYUCASi)を立ち上

げ、様々な分野の職人、企業とコラボレーションした商品を世界

のマーケットへ。京都の伝統的な技法を次の世代に受け継ぐ

女性

ママたちの居場所づくり

～ママたちの興味・関心からつながる子育ての居場所・ミュニ

ティづくり・学びの場～

元NHKアナウンサーが伝授！

いつでもどこでも『声みがき』で自分磨き

25 法人 SAY合同会社
医療、福祉,、

教育、学習支援

中高齢者向け健康づくり運動プログラム（「バレエ・ストレッ

チ」）知られざるバレエの健康効果を活用し、日本の「健康寿命

延伸」に挑戦！

女性

不動産物件・工務店紹介事業

【女性の不動産・建築業者だからできる安心かつ満足できるマイ

ホームの提供】

12 個人事業主 IT、通信 障害者向けのレストラン予約サイト 男性

1 個人事業主 株式会社むじゃき その他 男性

17 個人事業主
一般社団法人

日本ジャグアアート協会

個人向けサービス業、コ

ミュニティー
女性

15 個人事業主 プシュケクラウドファンディング IT、通信 男性

21 個人事業主  Flow Support
医療、福祉、

教育、学習支援
女性

18 個人事業主 鬱金桜
スクール事業、

デザイナー
女性

24 個人事業主 声みがき（仮） スクール、コンサルティング 女性

23 法人 笑いの保育わくわく サービス業 女性

26 法人 フリークリエイト株式会社 不動産業, 建設業 女性

以 上 


