
２０１５年７月２５日
浜松市立城北図書館 起業セミナー

アラキエンジニアリング 代表 荒木弥

起業の魅力
退社から起業、そして現在の状況とその時々の想い

１／２２



１．自己紹介

1963年
静岡県掛川市に生まれ少年時代を過ごす．

1988年
浜松市の楽器製造会社に入社
生産技術部に配属され仕上げ加工ﾛﾎﾞｯﾄの開発業務に従事．
ﾛﾎﾞｯﾄ周辺機器の開発を手がけるとともに仕上げ加工技術にも取り組む．
仕上げ加工を行うﾛﾎﾞｯﾄｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ業務
構想～仕様決め～見積～設計～納入～ｻｰﾋﾞｽまでの全般的な技術対応を行う．

2013.3

50歳を機に今後の人生を自分で創り出していく生き方を決意し早期退社する．

2013.6

ｱﾗｷｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ設立
今まで培った経験を生かし生涯社会に必要とされ、困っている人を助ける事業とする．

２／２２



２．経過

３／２２

起業 やらまいか

C:/Users/arakidmt/荒木　業務/砥粒加工学会・講演会/20150725　浜松城北図書館/起業　やらまいか.pdf


＜起業の目的＞

・50歳を機に今後の人生を自分で創り出していく生き方をしたい。
・生涯社会に必要とされながら生きて行きたい。

＜方法＞

・今までの経験を基に起業する。

＜キャリアの棚卸し＞

・今まで行ってきた仕事内容を書き出した。
・会社内で行ってきた事。
・会社外に向けて行ってきた事。
・人脈

３．図書館へ通い今後の事を考える

起業
専門誌

個室
（個人研究室）

４／２２



＜自分の強み＞

・初対面の方に対して好印象を与える事が出来る。
・フットワーク 行動力
・人に接する事が嫌ではない。

＜好きな仕事＞

・産業用ロボット
・研削研磨バリ取り

５／２２

動画１→２→３
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＜ご提供内容＞

１）産業用ロボット技術支援
①．ロボットプログラム作成
②．ティーチング
③．教育
④．講習

２）仕上げ加工コンサルタント
①．研削、研磨、バリ取り工程改善
②．仕上げ加工工具アドバイス
③．ダイカスト部品の仕上げ工程改善（創業補助金交付）
④．エンジニアリングメーカへの技術支援
（新規装置開発、代行営業）

＜＜人脈＞＞
仕事の紹介等

６／２２



＜考えた事＞

・自分が好きなことなのか。
・自分がやるべきことなのか。
→自分らしい起業、自分にしかできない起業
（消極的な事、マイナス要因は考えなかった。）
・3年間一人で出来る範囲でやる。
・起業専用の通帳を作成し残高を確認する。
＊＊＊万円→０円になったら考え直す。

・３年後の目標年収を決める。
（売上げ）ー（売上げ原価）－（経費）＝ ＊＊＊万円

＜格言＞
・お客さんのニーズ（需要、要望）があり、世の中で誰も
やっていないことであれば、それは成功する。

７／２２



＜ターゲット＞

８／２２



４．創業補助金

・起業・創業を促進し、地域の新たな需要の創造や雇用の創出
を図り、我が国経済を活性化させることを目的とします。

・地域のニーズを的確に把握し独創的なサービスや商品等を
新たに提供する事業計画を持つ女性及び若者に対して、
その創業事業費の一部を補助します。

・本補助金を呼び水として、創業する個人が金融機関などから
外部資金を調達できる環境を整えます。

地域需要創造型等起業・創業促進補助金 （経済産業省）
補助上限額 ２００万円 補助率２／３

９／２２



＜創業助成金交付までの道のり＞

地元金融機関へ行き
貯金通帳作成

関連資料と
支援機関のご紹介

＜申請資料作成＞
・事業計画書
・事業内容～独創性～市場～将来の展望～

採択後３年間に取り組む事業内容と実施時期
・経費明細

きっかけ

支援機関
浜松地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進機構

2013.03.01

2013.04.19

１０／２２

計画書１，２ 採択表
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補助金交付申請書 経済産業省の認定

・事務所改築費 約１５０万円
・事務機器 約 ５０万円
・仕上げ工具類 約 ４０万円
・ホームページ 約 ２５万円
・その他 約 ５万円
合計 約２７０万円 → ２/３助成 約１８０万円

採択！！ 交付決定通知

補助金対象経費

交付決定後の支援
・静岡県産業振興財団
２回 来社されご指導
・中間監査 ・最終監査

2013.06.03 2013.06.20

2013.06.20～2014.05.31

１１／２２



事業完了報告書
指定金融機関に入金
２/３助成 約１８０万円

採択後５年間の報告義務あり
・売上高 売上総利益 経常利益
＊注意
「補助対象事業に係る収益額」が大きいと返納の義務あり。

完了報告書 補助金確定通知

事業化状況報告

2014.06.20 2014.09.09

2015.04.02

１２／２２



＜助成金のメリット＞

・事業計画が認められた。
→ 公共機関の信頼が得られた。
→ 自信に繋がる。

・事業計画書の書き方が分かった。
→ 他の助成金への応用
→ 中小企業への支援業務

・２／3の助成金が得られた。

・物の購入から伝票処理までの仕組みが理解できた。

１３／２２



５．肩書き

会社員の時
「＊＊＊の荒木です」
ほとんどの会社に相手にして頂けた。

起業前
「元＊＊＊の荒木です」
知り合いのみに通用。
肩身が狭く閉じこもりがち。

起業後
「アラキエンジニアリングの荒木です」
違和感なく言えるまで２年かかる。
名刺＋自己紹介パンフレットを提示し事業内容をご説明する。
＊起業の想いが意外と理解（共感）される！？

＜肩書きと名刺の効力を知る＞

１４／２２

自己紹介ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
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６．ホームページ ＆ メールアドレス

＜内容はともあれ、先ず製作した。＞

＜アラキエンジニアリング 荒木弥＞
〒433-8125

静岡県浜松市中区和合町220-1429

携帯：090-1863-7248

E-mail hisashi@arakieng.com

URL http://www.arakieng.com

info@arakieng.com

１５／２２



＜独自ドメインについて＞
専門知識が必要

私の場合 「arakieng.com」 のことです。
これは、ホームページのアドレスにもなり、メールアドレスの
@マークの後ろの部分になります。
ホームページアドレス http://www.arakieng.com/

会社問合せ用 info@arakieng.com

会社個人用 ｈｉｓａｓｈｉ@arakieng.com

有料となりますが、自分の好きなように文字列を設定できる
ため、わかりやすく、覚えやすいドメインを使用することがで
きます。
【.com】：年間1000円 【.net】：年間1000円
【.jp】 ： 年間3000円 【.co.jp】：年間4000円

１６／２２



＜内容の見直し＞
ホームページ製作は専門知識が必要

１７／２２



７．出会いとつながり

出会いは運命だと思うように心がけた。
点が線となり 線が面となり 面が立体となる

Ａ

荒木 Ｂ

Ｃ

Ｄ

注意事項
・助け合う
・情報は共有
・喧嘩別れしない

１８／２２



８．専門家登録

窓口：公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

概要
浜松市内に事業所を有する創業者、中小企業者は
各分野の専門家に、問題解決をサポートして頂くこと
が出来る。自己負担は９，０００円/回 （謝金の1/3）

専門家登録を推奨
謝金 ２７，０００円/回 （３時間程度）
１社 ５回以内

メリット
専門家：企業との関係を深める事ができる。

１９／２２

専門家派遣とは、登録要領

シニア起業：朝日新聞
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９．創業支援機関

はままつ起業家カフェ
商工会議所
浜松地域イノベーション推進機構
金融機関

２０／２２

はままつ起業家カフェ
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１０．心がけていること

１．判断がぶれない事
・人間として正しいことを追求する
「生き方」 著：稲盛和夫
・月に一度の税理士さんによる監査と雑談

２．自分が嫌だと感じた事は「やらない」「言わない」

３．自分が良いなと感じた事は「真似する」

４．想い 考え 行動する（ポイント：やりきる）

２１／２２

生き方
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１１．最後に

私の思う起業の魅力とは
自分の人生は自分でデザインできることかなと
感じております。
人生に迷っていても行動し出会いを大切にする事
で道は開けると思います。
第一歩を踏み出す勇気と決断は、覚悟を持って
臨んで下さい。
応援しております。
御清聴ありがとうございました。

２２／２２

学校と私：毎日新聞

起業計画書
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