
（様式２） 

経営計画書 

 

1. 企業概要 

2010年 11月創業。ホームページ、システム開発業。 

創業よりスマートフォン向けホームページやアプリ開発に取り組む。 

 

主に東京、大阪の広告代理店やホームページ制作、システム会社経由の受託開

発案件が多い。創業時はスマートフォン向けホームページ開発案件が８割近く

占めていたが、2013 年ではアプリ開発が 5 割、WordPress というブログシステ

ム開発が 3割近くを占める。 

 

また地元でのホームページやシステム開発の価格引き上げのためセミナーや技

術者、デザイナーの勉強会、交流会活動など行っている。2013年 4月～6月と 3

回にわたりセミナー（姫路 ITマーケティング勉強会）を開催。また毎月 1回技

術者対象の勉強会（姫路 IT系勉強会）を地元有志のメンバーで開催している。 

 

 

参考：姫路 ITマーケティング勉強会チラシ（2013/4～2013/6） 

 



2. 顧客ニーズと市場の動向 

 

■ＥＣにおけるスマートフォンの活躍 

スマートフォン、タブレットの普及とともにインターネットマーケティングの

比重はパソコンからスマートフォン、タブレットに移行しつつあります。 

 

 

（資料「eコマースコンバージョンラボ」http://ecclab.empowershop.co.jp/） 

 

化粧品や健康食品系等業種によってはホームページのアクセスでスマートフォ

ン、タブレットからのアクセスが過半数を占め、売上げや資料請求等の成果を

あげるケースも少なくなりません。 

参考記事：スマートフォン EC は携帯・PC より２倍売れる！～高い！スマホ EC サイト転換

率(CVR)～（http://www.aiship.jp/knowhow/archives/1251） 

 

スマートフォンの場合、商品検索で即時性があり、商品確認から購入までの時

間が短縮され、購入頻度の向上につながります。ＰＣ以外のメディアに露出す

ることで会社、商品に対する顧客の接触機会も増えるので認知・刷り込み効果

も高まり資料請求等含め売上や顧客獲得のチャンスも高まります。 

 

グラフより 2013年 4 月～6月では、ECサイトの売上の 1/4はスマートフォン経

由で行われ、アクセスするユーザーの 3 人に 1 人はスマートフォンよりアクセ

スしています。 



■ＰＣとスマートフォンの連携及び情報提供の最適化 

このようにビジネスの中でスマートフォンの存在が大きくなるに従い画面の大

きさを利用して様々な演出や内容で消費者にアプローチできるＰＣと画面が小

さく屋内や移動中でも利用できるスマートフォンそれぞれに於いての情報提供

の方法によって得られる成果も異なってくると予想されます。 

 

現在はＰＣのホームページをそのままスマートフォンで提供している企業・店

舗も少なくありませんが今後はホームーページのスマートフォン最適化が課題

になると思われます。 

 

■ノートＰＣの普及と新しいワークスタイル 

またノートＰＣの軽量化、高性能化でデスクトップの割合が減少しプレゼンや

営業ツールとして携行するようになりました。Wi-Fi等の普及でカフェやコーワ

ーキングスペース等で作業をする「ノマド（遊牧民）ワーカー」と呼ばれるワ

ークスタイルも登場し我々のライフスタイルも変化しつつあります。 

 

■地方でのスマートフォンの活用状況 

関西でも徐々にスマートフォン向けホームページやアプリの需要は高まってお

りますが、技術革新のスピードに対応できないホームページ制作会社やシステ

ム会社も多く、また適正な費用感も定まっていないので公開したものの上手く

運用できずに成果が得られないケースも多いようです。 

 

上手く行かない要因としてクライアント側がスマートフォンに慣れていなかっ

たりスマートフォン向けホームページやアプリに対する認識不足があります。

そういった状況でもホームページに関しては「とにかくスマートフォン向けホ

ームページを持ちたい」というニーズは存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 自社や自社の提供する商品・サービスの強み 

創業より他社との差別化を図るためスマートフォンを中心に取り組み多くのノ

ウハウを蓄積しております。 

 

実績例：観光業 GoogleMapを利用した位置情報提供型ゲレンデマップアプリ 

 

また情報や案件が豊富な東京や大阪の大都市部の案件を受託しておりますの

で、常に技術やマーケティング動向をチェックできておりクライアントに対し

ては適切な情報提供を行っております。 

 

デザインだけでなくアプリやシステム開発も扱っており自社単独のワンストッ

プサービス提供が可能なほか同業社からの専門的作業の依頼を受けることも少

なくなく一定の評価をいただいております。 



4. 経営方針・目標と今後のプラン 

更なる差別化とブランディング戦略 

■創業より取り組んでいるスマートフォンを中心としたサービスの強化 

「低価格スマートフォン向けホームページサービス」 

スマートフォンに不慣れでありながらも自社ホームページを対応させたいとい

うニーズに応え既存のホームページをスマートフォン向けに対応したサービス

を低価格で提供します。 

 

スマートフォンというメディアに慣れていただき、新しくインターネットやア

プリを使ったサービス展開等クライアントが意欲的に運用できるようサポート

していきます。 

 

■マルチメディア対応の独自 WEBサービスの開発 

「いつでも、どこでも使える情報サービス」 

ＰＣ、スマートフォン、タブレット等の開発実績やノウハウを活用し「いつで

もどこでも」利用できる情報サービスを企画開発し低価格で提供します。 

 

■独自商品の企画販売を通じての実践的なコンサルティング業務活動 

オリジナル商品の企画販売を運営しマーケティング活動に取り組むことにより

実践的なコンサルティング業務をアピールする。 

 

また販売事業の取り組み内容に関してセミナー・勉強会を通じて情報公開し潜

在的顧客の開拓及び自社ブランドの浸透を図る。 

 

※経営計画書の作成にあたっては商工会議所と相談し、助言・指導を得ながら

進めることができます。 

※欄が足りない場合は追加で書類を提出できます。 



 

（様式３） 

補助事業計画書 

 

＜応募者の概要＞ 

従業員（注）     1人 主たる業種 インターネット付随サービス業 

資本金 0円 創業・設立年月 2010 年 11月 

連

絡

担

当

者 

役職 代表 氏名 浦本マサキ 

住所 

 

（〒XXX－XXX） 

姫路市 XXXXXX 

電話番号 xxxxxxxxx E-mailアドレス xxxxxxxxx 

 携帯番号 xxxxxxxxx 

（注）１５ページ２．（１）③の常時使用する従業員数の考え方をご参照いただ

いた上でご記入ください。なお、常時使用する従業員に含めるか否かの判

断に迷った場合は、最寄りの商工会議所にご相談いただけます。 

 

※法人のみ 

みなし大企業（３１ページ【参考２】）の該当の有無 □有 □無 

 

１．補助事業の内容 

1. 補助事業で行う事業名 

「こだわり」を持てる革製ノート PCバッグ販売事業 

 

2. 補助事業の具体的内容 

■事業概要 

□ 誰に？ 

主に 20代後半～30代営業、打ち合わせ等で移動の多いビジネスマン、デザイナ

ー、エンジニア等クリエイター 

□ 何を 

ノート PCの収納、携行に適した革製バッグ 

□ どのように 

OEM生産によるネット販売と店舗卸販売。オーダーメードでの対応も行う。 

 

■事業ビジョン 

ノート PCが軽量化やタブレットの登場・通信環境の向上により高性能端末が仕

事以外でもプライベート等幅広く活用されるようになりました。 

 

ビジネスだけでなくプライベートにも活用されるようになった現状に於いて、

デザインや品質に優れた専用のバッグを提供する事で利用者のモチベーション



を刺激し、より豊かな生活のための行動をサポートする事に貢献したく思いま

す。そしてバックの素材である革を歴史ある姫路のタンナー業界活性化にも貢

献したく思います。 

 

★★★数値目標 

□ 売上イメージ 

年商〇千万円（商品点数 2点からスタート） 

＊年に 2点程度新商品追加してラインアップ拡充する 

□ 利益イメージ 

〇万円 

□ 達成時期 

〇年後 

 

＊標準/ワースト売上については別途資料の損益計画参照 

 

■事業背景/参入意義 

 PCバッグ専門ショップが少ない 

 主要な革バックメーカーでも取り扱いが少ない 

 ノート PC、タブレットの所持率の増加予想 

 姫路という主要な革製品の生産拠点の地の利を生かし地場産業の支援 

（姫路は皮革素地（牛革）の生産において国内シェアの 70％を占めており、

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



made in japanの品質を武器にクールジャパンでの活躍も期待されている生

地です） 

 

ニーズが有るにもかかわらず競合が少ない状況をチャンスと捉え、革特有の経年変

化を味わいつつ、消費者のライフスタイル、ワークスタイルに対応しこだわりを持って

使っていけるバッグを提供する。 

 

素材は全国でも有数の革の生産地である姫路の革を使用し素材やデザインで差別

化を図り、店舗販売や自社のホームページ、システム開発業の実績ノウハウを駆使

してネットショップ活用する。 

 

＊事業イメージ図（別途資料参照） 

 

■事業コンセプト 

こだわりの持てる鞄 

1. 革特有の経年変化をユーザーの愛用するパソコン同様にこだわれる鞄 

2. 通勤、通学、カフェやコーワーキングスペースでのノマドワーク等ライフスタイルと

自身のセンスにこだわれる鞄 

3. オーダーメイドで色やオリジナル仕様にこだわれる鞄 

 

■市場について 

1. ノートＰＣについて 

2012 年度約国内 1,115 万 2 千台、このうちデスクトップ PC は 302 万 3 千台、ノ

ート PCは 812万 9千台。ノート PCの比率は過去最高の 72.9％。 

2. バッグについて 

鞄全体として 2011年度の市場規模は前年度比 1.7％増の 9,051億円。 

①消費動向（鞄・袋物全体として） 

 良いものを長く使いたい 

 ビジネスカジュアルの広がりにともなうメンズ向け商品 

②ノートＰＣバッグについて 

 革素材は少ない（海外もの含めて価格 5～10万円等比較的高価） 

 革以外の素材のシステムバッグ 

 ビジネス色が強く黒色が主流 

③革製ノート PC向けバッグの潜在的需要 

鞄＝革という潜在的イメージ。 

インターネット月間検索数（Adwords)  

 



 

参考：国内鞄・袋物市場に関する調査結果 2012（株式会社矢野経済研究所） 

 

 

■顧客対象とニーズ 

 営業、打ち合わせ等移動の多いビジネスマン。またはデザイナー、エンジニ

ア等クリエイター 

 カフェやコーワークキングスペースで作業するノマドワーカー 

 ネットでノート PC 専用ショップを見つけたが専門の同業者も少ないのでい

いものは品薄状態 

 革製となるとほとんどみつからず非常に高価。おしゃれな革バックで仕事で

もプライベートでも持ち回れる PC専用バッグが欲しい 

 

 

■競合との差別化 

PC バッグ専門店というカテゴリでは競合は少ない。革製のノートＰＣバッグ専

門というカテゴリがない。 

革の素材感、品質を生かしたデザインで革製のノート PCバッグ専門店としての

ポジションを確立する。 

 



＊普通のバッグとの違い 

 防水性能のある皮革素地を用いて精密機器である PCを保護 

 サイズ的にノートＰＣに対して適当である 

 PCやタブレット等端末保護のため衝撃をやわらげる工夫がある 

 充電器やマウス、ポケット Wi-fi等 PC周りの備品収納を考慮した小物ポケット 

 デザインもカジュアルにしショルダーやリュックスタイル等の多形態を備え通常バ

ッグとしての使用もできる 

 

 

 

■マーケティング戦略概要（要旨） 

＊商品、販売チャネル、プロモーション戦略等は別紙参照 

 デザイン、品質にこだわりの持てる製品をＯＥＭ生産により展開。 定番品

を作り、流行や世代感覚の違いのない商品を提供する 

 店舗販売、ネット販売で Twitter、FaceBookや広告を駆使して販売促進を行

う。 

 プロジェクト立ち上げから開発過程、開店後の取り組みなどを集客コンテン

ツとして公開。話題性、集客効果を狙う 

 

■財務計画 

＊損益計画については別途資料参照 

 



3. 補助事業の効果 

 「革製の PCバッグ専門店」としての位置づけを確保し、ブランディング確立を図る 

 事業立ち上げから販促プロモーション活動全ての過程をコンテンツとして活用し

PC バッグ事業ならびにホームページ・システム開発業務の両方に対して広告コ

ンテンツとして活用する 

 素材としての姫路高木地区の革を新しい商業利用事例としてアピールすることで

姫路のタンナー（皮革）業者を潜在的顧客として開拓し同業界に対してＩＴマーケ

ティング活用時の専門的窓口としての位置を確保する 

 自社のホームページ・システム開発業務に次いでＰＣバッグ販売事業を第二収益

源とする。 

 ＰＣバッグ販売事業活動の経験ノウハウを実践的なものとしてＩＴマーケティング

等コンサルティング業務に活用する 

 

※欄が足りない場合は追加で書類を提出できます。 



 

２．経費明細表 

（単位：円） 

経費区分 内容・必要理由 経費内訳（単価×回

数） 

補助対象経費（税

抜） 

開発費 製品開発 バッグ試作一式 xxx 

広報費 ホームページ作成 サイト開発一式 xxx 

外注費 商品撮影等  xxx 

    

    

（１）補助対象経費合計 xxx 

（２）補助金交付申請額   （１）×補助率 2/3以内 500,000 

※（２）の上限は５０万円（雇用を増加させる場合、または従業員の処遇改善

に取り組む事業者は１００万円） 

※以下のいずれかに該当する場合には、□にチェックを入れてください。 

  □ 雇用を増加させる取り組みを行う事業者（事業完了時に確認書類の提 

出が必須です） 

  □ 従業員の処遇改善に取り組む事業者（申請時に様式６および証拠書類 

の添付が必須です）  

 

３．資金調達方法 

＜補助対象経費の調達一覧＞      ＜補助金相当額の手当方法＞(※３) 

区分 金 額

（円） 

資金調達先  区分 金 額

（円） 

資 金 調 達

先 

自己資金 xxx  自己資金 xxx  

補助金 

（※１） 

xxx  金融機関か

らの借入金 

xxx xxx 

金融機関か

らの借入金 

xxx  その他 xxx  

その他 xxx  合計額 xxx  

合計額 

（※２） 

xxx   

※１ 補助金額は、２．経費明細表（２）補助金交付申請額と一致させること。 

※２ 合計額は、２．経費明細表（１）補助対象経費合計と一致させること。 

※３ 補助事業が終了してからの精算となりますので、その間の資金の調達方

法について、ご記入ください 

 

（１．から３．の各項目について記載内容が多い場合は、行数を適宜増やして

ください。） 


