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高根沢町では、創業や、新しい分野へ
の挑戦の場として、JR宝積寺駅東口
ちょっ蔵広場に隣接するお試し創業
施設「クリエイターズ・デパートメント」
にある５棟のログハウスを最大2年間、
家賃月額1万円で貸し出しています。
宝積寺駅前の「賑わいの創出事業」に
も参画いただくことで、非日常的な交
流の場、情報発信の場としても活用で
きます。施設の貸し出しの他に、移住
や創業に関する相談や各種セミナー
の案内などのサポートもします。
お気軽にお問い合わせください。

お試し創業施設の貸し出し
最大2年間、月額1万円でお貸しします!

創業支援

その



高根沢産の新鮮な野菜のおいしさを生かした料理

が食べられ、町内でも人気のイタリア料理店「イタ

リア食堂　ヴェッキオ・トラム」。

店主の照井さんが高根沢町に移住してきたのは、

2016年のこと。独立開業のため、奥さんの実家があ

る高根沢町にやってきました。良いタイミングで町

の創業支援を受けることができ、同年9月にオープ

ンした「ヴェッキオ・トラム」は、高根沢町や商工会、

金融機関などが連携して創業を後押しする制度「創

業支援事業計画」を活用し、新規創業した第1号な

んだそう。

町の創業支援で一番良かった点を伺うと、「なんと

いっても家賃補助が大きかった」とのこと。2年間の

家賃半額補助は、事業を軌道に乗せるまでのスタ

ートアップの時期、運転資金の負担を大きく軽減し

てくれたそうです。

さらに、町の創業支援を受けたお店の“第1号”とい

うことで、各メディアでも取り上げられ、集客にもつ

ながったそうです。「たまたま“第1号”だったけど、

それでお店を知ってくれた人が、実際に来店してく

れた」と、反響も大きかったよう。

地元生産者とのネットワークづくりにも積極的に取

り組んでいる照井さん。2018年からは農産物の移動

販売「ヴェッキオ Ｋ トラム」もスタート。昨年は、店に

野外ステージを設置し、町内外からアーティストや

飲食店が集まった「3周年感謝祭」も大盛況となり、

着々とファンを増やしつつある「ヴェッキオ・トラム」

さん。

「地域のために成長したい」と、今後も地域に根付

いたお店づくりをいろいろと考えているそう。たか

ねざわの食と農を盛り上げてくれる照井さんから、

目が離せません。

2 3

事例紹介

たかねざわで創業しました！創業インタビュー

地元生産者とのネットワークづくりで
野菜のおいしさを生かした料理を提供

イタリア食堂　ヴェッキオ・トラム　照井 康嗣さん

照井 康嗣（てるい やすし）
埼玉県出身。本場・イタリアでの修行経験と、東京都
内のイタリアンレストランでシェフとして腕を磨いた
経験を活かし、2016年９月に、高根沢町で「イタリア
食堂 ヴェッキオ・トラム」をオープン。

Interview

高根沢町石末1785
028-680-3550
vecchio-t.jp
vecchiotram0904

イタリア食堂  ヴェッキオ・トラム

「デラックス・ケーブル」は、ギターやベースなど、楽

器の修理・調整・販売から、音響機材のレンタル、音

楽レッスンも行っているお店。高根沢町のお試し創

業施設「クリエイターズ・デパートメント」で2年間の

営業を経て、現在の場所に新店舗兼作業場を構え

ました。

「石蔵の雰囲気が気に入ったので、ここにしました」

と、ニコニコと語る店主の渡辺さん。新しい作業場

は、使われていなかった大谷石と鉄骨でできた倉

庫を、自らのDIYでリノベーションした建物です。

創業のきっかけを伺うと、ギターを始めた学生の頃

にさかのぼります。壊れたギターケーブルを「新品

を買うと高いから」と、自ら修理して直したところ、バ

ンド仲間から重宝がられ、楽器を弾くことより、修理

することのほうが楽しくなり、独学で修理の経験を

積んだそうです。

その後、社会人になっても、副業で楽器修理などを

請け負っていましたが、ターニングポイントになっ

たのは、東京のミュージシャンから一本のギター修

理を任された時でした。難しい修理だったので、お

断りしようとしたところ「直っても直らなくてもいい

よ。君の腕を買っているから任したい！」と託された

のが、創業への大きいきっかけになりました。

その後、会社を辞め、メーカーや楽器店の下請け修

理を中心に請け負っていたそうですが、ちょうど「高

根沢町に新しくお試し創業施設ができる」という情

報を聞きつけ、出店を決意。今までは主に企業や業

者とのやりとりが主でしたが、店舗を構えたことで、

個人のお客さんも新しく増え、いい経験になった

そう。「町のお試し創業施設が新しくオープン」とい

うことで、テレビや新聞で大きく取り上げられこと

も、集客につながり良かったそうです。

「駅直結で音楽ホールがある宝積寺は、宇都宮と県

北地域、烏山線沿線の音楽文化をつなぐ“ジャンク

ション”的地域だと思う」という渡辺さん。周辺地域

のミュージシャンや音楽に携わる人を、楽器修理や

メンテナンスというカタチでバックアップすること

で、高根沢の音楽文化をますます発展させてくれそ

うですね。

宝積寺は音楽文化の“ジャンクション”
楽器修理を通してミュージシャンを支える

デラックスケーブル　渡辺 有樹さん

渡辺 有樹（わたなべ ゆうき）
さくら市出身。楽器の修理・調整・販売から、楽器
のレンタルや、音響機材のアドバイス、コンサル
ティング業も展開。「クリエイターズ・デパートメ
ント」1期生として経験を積み、2019年11月末に
現在の場所に新店舗兼作業場を移転オープン。

Interview

高根沢町宝積寺178-1
090-7812-0005
deluxecable2010@gmail.com
deluxecablepage
@DeluxeRepair

Deluxe cable [ デラックスケーブル ]
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事例紹介

たかねざわで創業したお店や　会社、事業所をご紹介します

Gufo Cycle Works
[グーフォ サイクル ワークス ]

高根沢町宝石台3-1-7 テナント那須102
028-612-8551
gufo-cycleworks.com
gufocycleworks

店主の中里さんは、元プロロードレーサーで、プ
ロチームのメカニック経験も持つ。ロードバイク
の修理はもちろん、町で開催される自転車イベン
ト「たかポタ」のコース監修も行い、たかねざわ
のサイクリングライフを熱く支える自転車店。

cozuchi3302
[コズチ サンサンゼロ二 ]

高根沢町宝積寺2286-1
028-675-3302
cozuchi3302.shop
scone.cozuchi3302
cozuchi3302.shop

栃木県産小麦粉がメインのテイクアウトスコー
ン専門店。クリエイターズ・デパートメント１期
生卒業後、2019年11月にもともと商っていた旧
brasserieこずち跡にオープン。店頭に並ぶスコー
ンは贈り物にもおすすめ。

麺処 いろ葉

高根沢町宝石台1-8-18
028-675-5220 

2017年8月オープン。荻窪「ラーメン二葉」で修業
したオーナーが、故郷の高根沢町でオープンした
ラーメン店。メニューは、長崎・佐賀の煮干など素
材にこだわり、化学調味料不使用のラーメン。ス
ープに合わせた、平打ち麺・細麺・太麺の3種類
の自家製麺が楽しめる。

polvoron
[ ポルボロン ]

高根沢町石末502-2
028-680-5704
polvoron.n

店名は、スペインの郷土菓子「ポルボロン」から。
「旅するお菓子」をテーマに、ヨーロッパの郷土
菓子をアレンジし、ハーブや地の野菜、くだもの
を使い、健康も考えた「トッテオキノオヤツ」を提
供する。店舗情報はインスタグラムで発信中！

ラーメン赤大屋

高根沢町石末2258-5

2017年4月オープン。研究熱心な店主が改良を重
ね、進化し続けるラーメンが食べられる。店内は
カウンター席、座敷があり、1人でも小さな子ども
連れでも利用しやすいお店。塩、しょう油、とんこ
つのスープが選べ、どれも味に自信あり！

理容室 rocket
（株式会社スマイルゲート）

高根沢町光陽台1-1-2 
028-675-6942
hairsalon-smilegate.jp
「ヘアーサロンrocket」で検索

お客さんの“笑顔”と、毎日の生活の中に“癒しの
場”を提供するヘアーサロン。地元に愛される床
屋さんとして、子どもからお年寄りの方まで、幅広
く喜んでもらえるヘアカットを心がけている。パー
マ、ヘアカラーなどオプションメニューも充実。

訪問看護・介護・居宅介護支援
ひなた

高根沢町宝積寺2336-7
080-6534-4244
itggroup6.therestaurant.jp

各家庭を訪問し、高齢者の介護や看護を行う訪
問介護を行っている。「ご利用者様、ご家族様が安
心して過ごせるような、一人一人に寄り添う看護」
を企業理念とし、高根沢町をはじめ、宇都宮市、芳
賀町、さくら市など町内外の在宅介護を支える。

共同生活援助事業所
アイリブとちぎ
（合同会社リビングアーティスト）

「人はみな人生のアーティスト」という理念のも
と、障害者向け共同住居を2018年11月に開業。
社会課題と真摯に向き合い、地域とともに「強く
温かいコミュニティ」を育んでいる。

高根沢町宝石台2-1-1
028-612-6458
living-artist.mystrikingly.com
livingartistcommunity
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創業支援案内

補助金支援
創業から２年間の家賃を半額補助します！

創業支援

その

たかねざわの創業支援事業
高根沢町では、起業・創業の促進による地域経済の
活性化を図るため、町・高根沢町商工会・連携金融
機関が連携し、町内において起業・創業を目指す方
を支援しています。

起業・創業
支援

高根沢町

高根沢町
商工会

連携
金融機関

町内において新たに創業した人※を対象に、事業を開始した月の翌月から最長２年間、
賃借料を半額（月額上限５万円）補助します。

専門家による無料経営診断
中小企業診断士が無料でお答えします！

創業支援

その

創業にまつわるいろいろなお悩みを中小企業診断
士が無料でお答えします。マーケティングや資金、人
材から、創業後の事業の継続と拡大などを支援する
ため、経営の専門家がご希望の場所で経営診断を実
施します。お気軽にご相談ください。

不動産情報の提供
不動産屋さんと連携して支援します！

創業支援

その

「こんな物件を探している」「この辺でお店をやりた
い！」などの希望条件を、町が創業希望者から聞き取
り、不動産屋さんにお伝えします。希望する不動産が
見つかり次第、町から創業希望者へご連絡いたしま
す。お気軽にご相談ください。

交流会の開催（通称：創業Café）
異業種の人たちと気軽に話そう！

創業支援

その

町内で創業された方、創業を目指す方、農商工
関係者などを対象に、毎年1～２回、創業交流会
（創業Café）を開催しています。先輩創業者のお
話を聞いたり、参加者全員でさまざまな日頃の
悩みや課題を、コーヒーを飲みながら気軽に話
し合い、交流できる場を提供します。是非、異業
種の人たちとネットワークを築いてください！

創業塾などの受講料補助
1セミナーにつき、受講料5,000円補助します！

創業支援

その

認定連携創業支援事業者が行う「特定創業支援等
事業」の受講料（1セミナーにつき上限5,000円）を
補助します。修了された方には、国や町から創業に
関する各制度においてさまざまな優遇措置を受け
ることができる証明書が交付されます。

※新たに創業した人とは…創業希望者を対象に行っている「特定創業支援等事業」を受講し、修了書を受け
取った方（⬇詳しくは「創業支援その２」を参照）。

【現在実施している特定創業支援等事業】

【特定創業支援事業を修了すると受けられる優遇措置】

経営、財務、人材育成、販路開拓
　　などの知識が１から学べます！

・創業希望者交流サロン（創業塾・基礎編）　会場：とちぎ産業交流センター（宇都宮市ゆいの杜）
・創業サポートアカデミー（創業塾・実践編）  会場：とちぎ産業交流センター（宇都宮市ゆいの杜）
・とちぎん創業塾  会場：栃木銀行 別館（宇都宮市松が峰）

・会社設立時の登録免許税の減免
・事業に必要となる運転資金、設備資金の借入の拡充　など


