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                             平成 29 年 12 月 4 日 

 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

  

○「とよかわ創業・起業支援ネットワーク（豊川市、豊川商工会議所、日本政策   

     金融公庫豊橋支店、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、 

    御津町商工会）」の支援並びに本市の「チャレンジとよかわ活性化事業」を 

活用し、下記のとおり「Body work studio avis」（ボディワークスタジオア 

ヴィ）が開業しました。 
 
○活用した支援策は次のとおり。 
  

１ 豊川信用金庫八南支店による資金調達をはじめとした創業計画策定指導 

による支援及び創業融資の実施 

 

 

２ 「チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業）」による補助金 

（豊川市が創業支援を目的として創設した制度） 

 

記 

 ・事業所名：Body work studio avis 

  ・所在地： 豊川市諏訪１丁目７０番地（０９０－２２６７－４３２７） 

  ・代表者： 石井 由美子 

  ・内 容：女性をターゲットとした「ピラティス」スタジオをオープンし、

「ピラティス」の指導を通じて、お客様が健康で快適な生活を送

ることができるように、体調の機能改善に係るサポートに係る

サービスを提供します。 

    

 

とよかわ創業・起業支援ネットワーク 

チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業） 

Body work studio avis 

開業しました!! 

【お問い合わせ先】 
豊川市役所 産業部 商工観光課：原田 
TEL 0533-89-2140  Ｅメール shoko@city.toyokawa.lg.jp 
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 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

  

○「とよかわ創業・起業支援ネットワーク（豊川市、豊川商工会議所、日本政策

金融公庫豊橋支店、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、

御津町商工会）」の支援並びに本市の「チャレンジとよかわ活性化事業」を活

用し、下記のとおり「石垣貴久税理士・社労士・行政書士事務所」が開業しま

した。 
 
○活用した支援策は次のとおり。 
  

  １ 豊川商工会議所において開催された「創業塾」における指導、「創業・ 

再生支援相談事業」及び創業計画策定指導に係る支援、「とよかわ創業 

者くらぶ」への参加 

 

２ 豊川市で実施されている「創業・経営支援相談事業」による創業計画策 

定指導に係る支援 

 

３ 「チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業）」による補助金 

（豊川市が創業支援を目的として創設した制度） 

 

記 

 ・事業所名：石垣貴久税理士・社労士・行政書士事務所 

  ・所在地： 豊川市西豊町三丁目１６８番地（０５３３－５６－８１６６） 

  ・代表者： 石垣 貴久 

  ・内 容：税務会計及び労務管理の知識と経験を生かし、中小企業の経営諸

問題に対するコンサルティングサービスの実施 

 

 

 

 

とよかわ創業・起業支援ネットワーク 

チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業） 

石垣貴久税理士・社労士・行政書士事務所 

開業しました!! 

【お問い合わせ先】 
豊川市役所 産業部 商工観光課：原田 
TEL 0533-89-2140  Ｅメール shoko@city.toyokawa.lg.jp 
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 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

  

○「とよかわ創業・起業支援ネットワーク（豊川市、豊川商工会議所、日本政策

金融公庫豊橋支店、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、

御津町商工会）」の支援並びに本市の「チャレンジとよかわ活性化事業」を活

用し、下記のとおり「旦接骨院」（たんせっこついん）が開業しました。 
 
○活用した支援策は次のとおり。 
  

  １ 豊川商工会議所において実施された創業計画策定指導による支援 

 

２ 日本政策金融公庫豊橋支店による創業融資の実施 

 

３ 豊川信用金庫蔵子支店による資金調達に係る創業計画策定指導による支 

援及び創業融資の実施 

 

  ４ 豊川市で実施されている「創業・経営支援相談事業」による経営計画策 

定指導に係る支援 

 

５ 「チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業）」による補助金 

（豊川市が創業支援を目的として創設した制度） 

 

記 

 ・事業所名：旦接骨院 

  ・所在地： 豊川市蔵子５丁目１４番地５（０５３３－９５－０５５１） 

  ・代表者： 杉本 典子 

  ・内 容：女性の視点を生かして、自己治癒力の促進及び健康増進を目的と

して施術及び運動指導を行い、地域の健康増進の力になりたい。 

 

 

とよかわ創業・起業支援ネットワーク 

チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業） 

旦接骨院 

開業しました!! 

【お問い合わせ先】 
豊川市役所 産業部 商工観光課：原田 
TEL 0533-89-2140  Ｅメール shoko@city.toyokawa.lg.jp 
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 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

  

○「とよかわ創業・起業支援ネットワーク（豊川市、豊川商工会議所、日本政策

金融公庫豊橋支店、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、

御津町商工会）」の支援並びに本市の「チャレンジとよかわ活性化事業」を活

用し、下記のとおり「五縁家」（ごえんや）が開業しました。 
 
○活用した支援策は次のとおり。 
  

  １ 小坂井商工会において実施された創業計画策定指導による支援 

 

２ 日本政策金融公庫豊橋支店による創業融資の実施 

 

３ 豊川市で実施されている「創業・経営支援相談事業」による創業計画策 

定指導に係る支援 

 

４ 「チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業）」による補助金 

（豊川市が創業支援を目的として創設した制度） 

 

５ 「とよかわ創業者くらぶ」への参加 

 

記 

 ・事業所名：五縁家 

  ・所在地： 豊川市伊奈町慶応２３－１９４（ドミー小坂井店内） 

（０５３３－７２－７５５０） 

  ・代表者： 河合 良純 

  ・内 容：高齢化社会の進展を見据え、お年寄りの方をターゲットとして、

昔から日本にあるたい焼きや団子などのジャパニーズスイーツを

提供し、お年寄りの方に憩いを提供したい。 

 

 

とよかわ創業・起業支援ネットワーク 

チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業） 

五縁家 

開業しました!! 

【お問い合わせ先】 
豊川市役所 産業部 商工観光課：原田 
TEL 0533-89-2140  Ｅメール shoko@city.toyokawa.lg.jp 
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 豊川市政記者クラブ加盟社 各位 

 

 

 

 

  

○「とよかわ創業・起業支援ネットワーク（豊川市、豊川商工会議所、日本政策

金融公庫豊橋支店、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、

御津町商工会）」の支援並びに本市の「チャレンジとよかわ活性化事業」を活

用し、下記のとおり「熊谷経営労務パートナーズ」が開業しました。 
 
○活用した支援策は次のとおり。 
  

  １ 豊川商工会議所において開催された「創業塾」における指導、「創業・ 

再生支援相談事業」及び創業計画策定指導に係る支援、「とよかわ創業 

者くらぶ」への参加 

 

２ 日本政策金融公庫豊橋支店による創業融資の実施 

 

３ 豊川市で実施されている「創業・経営支援相談事業」による創業計画策 

定指導に係る支援 

 

４ 「チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業）」による補助金 

（豊川市が創業支援を目的として創設した制度） 

 

記 

 ・事業所名：熊谷経営労務パートナーズ 

  ・所在地： 豊川市谷川町洞１３８番地（０５３３－７４―３９６２） 

  ・代表者： 熊谷 篤 

  ・内 容：地域の事業所をターゲットに、人事・労務に関する相談、人員の

採用及び助成金申請代行等、労務に係るコンサルティングサービ

スの実施。 

 

 

とよかわ創業・起業支援ネットワーク 

チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業） 

熊谷経営労務パートナーズ 

開業しました!! 

【お問い合わせ先】 
豊川市役所 産業部 商工観光課：原田 
TEL 0533-89-2140  Ｅメール shoko@city.toyokawa.lg.jp 



                             きらっと☆とよかわっ！ 

                                       愛知県 豊川市 

 

 

1/1 

                             平成 29 年 12 月 4 日 

 豊川市政記者クラブ加盟社  

 

 

 

 

  

○「とよかわ創業・起業支援ネットワーク（豊川市、豊川商工会議所、日本政策

金融公庫豊橋支店、豊川信用金庫、音羽商工会、一宮商工会、小坂井商工会、

御津町商工会）」の支援並びに本市の「チャレンジとよかわ活性化事業」を活

用し、下記のとおり「STEELS WORK UKAI」が開業しました。 
 
○活用した支援策は次のとおり。 
  

  １ 小坂井商工会において実施された創業計画策定指導による支援 

 

２ 日本政策金融公庫豊橋支店による創業融資の実施 

 

３ 豊川市で実施されている「創業・経営支援相談事業」による創業計画策 

定指導に係る支援 

 

４ 「チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業）」による補助金 

（豊川市が創業支援を目的として創設した制度） 

 

   ※「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」において連携している豊橋信 

用金庫 豊川支店において融資を実施しています。 

 

記 

 ・事業所名：STEELS WORK UKAI 

  ・所在地： 豊川市宿町白山１０８番地１（０５３３－９５－４５０４） 

  ・代表者： 鵜飼 教広 

  ・内 容：これまでに培ってきた機械加工技術及び溶接技術を生かし、主と

して建設資材として利用される鉄骨の製造に係る加工及び溶接を

行う。 

 

 

とよかわ創業・起業支援ネットワーク 

チャレンジとよかわ活性化事業（創業支援事業） 

STEELS WORK UKAI 

開業しました!! 

【お問い合わせ先】 
豊川市役所 産業部 商工観光課：原田 
TEL 0533-89-2140  Ｅメール shoko@city.toyokawa.lg.jp 


