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北区創業支援施設

代表社員　髙橋 恵梨香

代表取締役社長　八木 浩一

代表取締役　油原　隆

代表取締役／スラックレールマン　

髙島 勇夫

　安く場所を貸していただけるだけではなく、事業の方向性や経営について相談ができる
環境があることは大きな安心でした。女性スタッフもいて、同じ女性目線で、相談に応えて
もらえ、本当にありがたく思いました。
　スタートアップの方と知り合えたというのも、すごく良かったです。切磋琢磨といいます
か、「あの人も頑張っているから、私も頑張ろう」と。情報交換もできるので起業するにあ
たり、一人では不安なことも解消できたと思います。

　自社の部屋以外に共用の商談室や会議室、トイレ、給湯室があるというのは実質的に
40平米以上のセキュリティの整った事務所を借りるのと同じわけです。卒業後もネスト赤
羽の会議室を利用して顧客向けに海外調査報告会を開催したり、折に触れて利用してい
ます。また、審査を経てネスト赤羽に入居したことから、初めてのお客様からすぐに信用い
ただけるというメリットも実感しています。ほかに入居していた起業家たちから多くの刺
激を受けました。

　化粧品事業は、最初からお客さまに提供する商品を作らなければならないため、資金の
調達が必要不可欠でした。金融機関の方から、「ネスト赤羽に入居されていたので話を進
めやすかった」と聞いたことがあり、民間の貸事務所ではなくてよかったなと思いました。
それと、立ち上げの一人きりの頃は、迷ったり精神的に落ち込むこともありますが、そんな
ときに、相談できる方がいたことでメンタルを保ちやすかったと、私自身は実感しました。

　主にOEM※グッズの企画・デザイン事業を行うネスト赤羽と、オリジナル商品「スラック
レール」を中心に扱う桐ヶ丘ラボの2拠点体制で運営しています。2010年に北区の起業セ
ミナーを受講し、ネスト赤羽を知りました。一昨年に起業をしようと考えたときにちょう
ど空きがでたと聞いて、すぐに行動に移しました。北区発のベンチャー企業として、地域
活性化にも協力できればと考えています。スラックレールの生産には、近隣の社会福祉法
人にも関わっていただき、雇用創出にも取り組んでいます。

※Original Equipment Manufacturingの略称。製造業者が他社ブランドの製品を製造すること。

2015年東京都ベンチャー技術大賞 特別賞受賞

合同会社エリッカーレ
（イメージコンサルとオーダーパンプス）

バンプレコーダー株式会社
（路面調査のシステム開発）

株式会社グリーン・フロージョン（なごころ化粧品）
（オリジナル化粧品の製造販売）

ジリリタ株式会社
（遊び心の製品開発）

これから事業を始める方に、
ネスト赤羽はおすすめです

会議室や商談室などの施設設備が
充実しているありがたさ

信用を得たこと・相談相手を得たことが
ネスト赤羽に居たメリット

地域交流の活性化に貢献したい

入居期間 2014年7月～2017年2月

入居期間 2013年10月～2016年3月

入居期間 2017年9月～
入居中

〒115-0045　赤羽1-49-8　ベリエールハシダ102号
TEL. 090-7260-3135
HP https://ericcare.co.jp/

〒115-0045　赤羽1-59-6　ワコー赤羽102
TEL. 03-6454-4255
HP https://www.bumprecorder.com/

〒115-0045　赤羽1-35-8
TEL. 03-5249-3129
HP https://nagocoro.com/

〒115-0045　赤羽1-59-9　ネスト赤羽101号
TEL. 03-6903-8432
HP https://gililita.co.jp/

事業の紹介
事業の紹介

事業の紹介

外見の印象アップに関する
アドバイスを提供

1万人の肌の
カウンセリング経験を礎に、
心と肌のなごむスキンケアを提供

スラックラインをもっと身近に！
をコンセプトに生まれた
「スラックレール※」

似合う洋服のアドバイスやメイクレッスン
を行い外見の印象アップをお手伝い。ま
た、自身の靴選びの悩みから、長さ・ワイ
ズ（幅）・皮革の色を選べるオーダーメイド
のハイヒール靴を販売。幅狭靴が好評。

日常の道路維持管理だけでなく
震災時の状況把握にも活用
道路維持管理に欠かせない平坦性などをス
マートフォンで簡単に再現性高く安価に計
測するサービスを提供。東日本大震災を
きっかけに有志とともに開発したが、維持
管理への期待の高まりに応え起業を決意
し、今日に至る。

日本人になじみ深い自然素材である、桜やへちま
などを用いるなごころ化粧品のスキンケア商品。
年配の方向けに、本当に自分がお薦めできるスキ
ンケアをお届けしたいと志し、大手通販化粧品会
社を含め、複数社を経験したのちに起業。

地域の子ども、大人達と始めたスラックライ
ンの魅力に惹かれ、これを自宅で練習できる
ツールがなかったから、自分で制作してし
まったという髙島氏。現在、スラックレールの
普及、販売促進のため全国を日々飛び回る。

　ネスト赤羽は新たに北区で創業す
る方、創業まもない個人・法人を応
援する施設です。そのほか地域情報
の受発信と地域ネットワークの形成
等による交流支援も行っています。
　今回は、ネスト赤羽を出発点に、
北区内で事業を営む企業4社をご紹
介します。

Close-
Up

北区発

※ 床に置いて乗り、バランスを取ることにより、様々なスポーツで必要とされる「体幹」「バランス」「集中力」を養うことができるスポーツトイ。HP https://slackrail.jp/

日常の道路維持管理だけでなく
事業の紹介

入居期間 2008年4月～2012年3月
※ 当時は1年の延長が可能だった。現在は延長できない。

ネスト赤羽を足がかりに  スタートした起業家のみなさん

ネスト赤羽
〒115-0045　北区赤羽1-59-9
TEL. 03-3598-0571　FAX. 03-3901-7789
E-mail: info@nest-akabane.com
HP https://www.nest-akabane.com
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実施期間 イベント名 実施場所（商店街名）

6/15 北区ワンコイン市 北区商店街連合会

6/16～ 7/7 十条サマーセール

十条銀座商店街振興組合 
十条富士見銀座商店街振興組合
十条仲通り商店会 
十条中央商店街振興組合 
（十条地区商店街振興協議会）

6/24～ 7/7 庚申様の夏祭り 浮間庚申通り商店会

6/24～ 7/31 中元売り出し 桐ヶ丘商業協同組合

6/27～ 7/6 サマーセール 王子銀座商店街振興組合

6/29～ 7/17 中元福引大売出し 東十条銀座商店街協同組合

7/1 ～ 7/14 中元感謝セール 東十条商店街振興組合

7/1 ～ 7/26 中元大売出し及び道灌祭り 赤羽西口本通り商店会

7/1 ～ 7/31 しーちゃんの夏祭り 霜降銀座栄会

7/2 ～ 7/13 中元うっぴーまつり 滝野川馬場商店会

7/5 ～ 7/15 中元売り出し 西ヶ原霜降橋商店街

7/20～ 7/21 北マルシェ 飛鳥山公園

7/21 第40回夜市場祭 滝野川市場通り商店街振興組合

※掲載されているイベント、内容、時期等は変更になる可能性があります。Event Schedule　イベントスケジュール

実施期間 イベント名 実施場所（商店街名）

7/22～ 8/4 七夕祭り 豊島中央通り商店街振興組合

7/27～ 7/28 エコキャンペーン2019第31回納涼盆踊り 赤羽スズラン通り商店街振興組合

7/27～ 7/28 盆踊り大会 浮間銀座商店会

8/24～ 8/25 赤羽納涼フェスタ 赤羽一番街商店街振興組合

8/26～ 8/27 第45回田端銀座盆踊り大会 田端銀座商店街振興組合

8/31 ふれあい通りの夜店大会
令和元年 西ヶ原銀座商栄会

8/31～ 9/1 第8回
赤羽西口フェスティバル

赤羽西口本通り商店会 
赤羽西口駅前商店会 
ビビオ店舗会
アピレ会  
桐ヶ丘商業協同組合 
赤羽台団地商店会 
赤羽八幡共栄商店会 
（赤羽西口フェスティバル実行委員会）

9/7 ～ 9/8 第19回
TOHOわくわく祭り 東豊名店街

9/10～ 9/29 第40回秋の菊花セール 赤羽中央街商店街振興組合

9/14 感謝の宵まつり 滝野川銀座商店会

9/19～ 9/29 秋の味覚まつり 王子銀座商店街振興組合

9/21～ 9/22 北マルシェ 赤羽公園

商店主が講師となってプロの技やコツな
どを教えてくれる「まちゼミ」。
子どもが参加できる講座や夜間に開催す
る講座もあります。
今年は実行委員会形式になりました。皆
様の参加をお待ちしています。

開催期間：８月１日～９月15日予定

今年も「まちゼミ」やります

産業振興課 商工係　TEL：03-5390-1235問い合わせ先

■一般向け（10％プレミアム付）　販売日 6月29日（土）
どなたでもお一人2冊まで購入できます。

■高齢者向け（15％プレミアム付）　販売日 9月7日（土）
北区在住で65歳以上（昭和30年４月１日以前生
まれ）の方であれば、お一人1冊購入できます。
※ 購入時に保険証、運転免許証など年齢が確認できる証明
書が必要です。

■ 販売はいずれも午前10時
から。販売所は各商店街で、
右ののぼりとステッカーが
目印です。

※ 「住めば、北区東京。」プレミアム付商品券とは違いますのでご注意
願います。

令和元年度  プレミアム付き商品券販売のご案内
第44回発明大賞（日本発明振興協会、日刊工業新聞社共催）
において、中村印刷所（滝野川6丁目）が「水平開きノート」
で発明大賞考案功労賞を受賞しました。
このノートは開いた
ときに中心部分が膨
らまず、完全にフ
ラットになる画期的
なもので、高度な技
術があればこその製
品です。
受賞おめでとうござ
います。

住所：滝野川6-46-10　TEL：03-3916-1444

発明大賞考案功労賞を受賞

北区商店街連合会　TEL：03-5390-1200問い合わせ先

　日時：9月28日（土）
　会場：荒川河川敷岩淵水門付近

詳しくは「花火会」ホームページで発表します。

北区花火会2019秋の夜空に咲く花

北区花火会実行委員会
http://www.hanabi-kita.com/問い合わせ先


