
経済産業省認定

倉∬業
ス7-IL本   田塾 000

創紫スクー肥
倉I業への一歩を踏み出そう !

9月 8日 (上)～ 10月 13日 (土)全 5回 P汗日に !(lo/例ょ除く)

全国創業スクール選手権σⅢ経済産業大臣賞とセミファイナリストを啓出しています。

平成30年 度 本庄市・上里町特定倉1業支援事業

倉1業支援の達人による

0
起回から嶋める

会  場 早稲田リサーチパーク・コミユニケーションセンター
*駐車場有、本庄早稲田駅 (新幹線)から徒歩3分、本庄駅 (JR高崎線)から徒歩30分

8′ 000円 (税込)

(テキスト代込み)全 5回分

これか ら創業をお考えの方、

創業後 5年未満の方

20名  (応募動機などを参考に選考し、

結果は講座開始までにメー)レでご運絡 します )

◆メイン講師 辰野 博―氏
早稲田大学インキュベーション推進室

シニアコンサルタント。

中小企業診断士。電機メーカーにて

小物家記の商品企画に従事後、独立。

中小企業、ベンチャー企業のコンサル

ティング実績多数。

会場までの

交通アクセス

至伊勢崎
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受 講 料

定  員

曲 朝 要な は 財線 材育虞  監

販路PttR拓 の知識や資金調達方法Jを 基礎れヽら学べます。

'1も

してご参加ください !

●各′狗＼野ω ttPR家 れヽら学びます。

講師 :中 小企業診断士、税理士、弁護士、金融機関等。

●講師とマンツーマンて̀相 談・拓車を受 lす られます。
メール等ていいつても講師と相談がて'ぐ ます。

白′
7〕
＼のぺ~ス て'無理なくビジネスプランの作成がて'ぐ ます。

●スクール終了後もフォ匠l-7ッ プがあります。
スクール終7後も尊耐のメール7ド レス等ていいつて'も 講師

と相談が可能て'す 。
OB会へω参加て'情報収集と人脈作りがて'ぐ ます。

●講座初日と最終Bに 交流の時PDRが あります

※れリキユラム|よ 哀面をご覧くださしヽ。

お申込方法 : ※裏面σⅢ申込書またはホームページσⅢ申込みフオームより、お申込みください

お簡合せ先:(公財)本庄♀稲日国際リサーテパーク 担当 :齋藤、清水、温帯
〒367-0035 埼玉県本庄市西富日1011 休業日:土・ D・ 祝ロ
TEL:0専 95-2牛 -7専 55   FAX:0牛 95-2専 -7牛65   http://www.bowarp.or.jp/
主イ佳:(公貝オ)本庄早稲口国際リサーチパーク

後援 :本庄市、上皇町、本庄商工会議所、児玉商工会、上里町商二会、
口本政策金融公庫、(公 財)埼玉県産業振興公社(倉1業・ベンテャー支援センター埼玉)



…本庄倉1業塾…れリキユラム概要 ※講師 。す¬リキユラムにつぐましくは、変更になる可能性もあります。

40時 00/刀＼～17時 00/刀＼
ビジネスプランの作成準lttm、 倉II業 のビジョンとビジネスモデル、
すtと 域の倉‖業者による体験談、フリーデイス寸]ッ ション

10時 00/7〕
＼～17時 00/ァ〕＼

ビジネスプランワークショップ、マーケティン′ノの基礎矢B:よ①、

税承・会計の矢8謝

10時 00/乃＼～17時 00/ァ〕＼
プレぜンテーション、法承ω基礎矢B識、マーケティングの基礎
知識②、ビジネスプラン作成方法と事0‖ 紹介

10時 00/フぅ＼～17時 00/刀＼
ビジネスプラン作成ワークショツプ、資金調達と公的支援熱1度

の活用、人材計画・採耐・育成、倉‖業お役立う情報、す地域ω起

業支援

プレぜンテーション宍際、修7式 、懇親会10時 00/刀＼～17時 00/7,(

テーマ日程 P汗ヨイ佳時Pn日

第1回 9月 8B(上 )

第2口 9月 15B(上 )

第3口 9月 22曰 (上 )

第専口 9月 29曰 (上 )

第5回 10月 13D(上 )

ターナー法律事務所
弁護士 鈴木 理晶氏

中小企業診断士
工藤 元氏

アトリエDEMETAN
代表 内原 絵美氏
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株式会社ランタ

代表取締役

内田 和成氏

株式会社 日本野菜
(タ ゲヤサイドットコム)

代表取締役 高橋 栄治氏

第2回講師 第3回講師 第4・ 5回講師 第1回講師・地域の創業者

(

第2回創業スクール

修了生。第1回本庄

市地域クラウド交流

会でプレゼンターを

担当。技術資料、

グラフィック・デジタル
コンテンツの企画デ

ザインおよび販促支

援を行つている。

単身渡米、ロサンゼル

スで人生初の起業23

歳で帰国、同年飲食店

経営(合計8店舗)。

広告代理店経営。

現在は、lT企 業を経営

(タダヤサイドットコム

他)メディア出演多数

関東信越国税局勤務

後、各税務署にて税務

調査のスペシャリスト
「上席国税調査官」とし

て、困難調査事務等を

歴任。2017年 7月 税理
士法人あのんを設立。
ITクラウドを導入した

経営支援、創業支援を

業務展開。

2003年に弁護士登録。

早稲田大学内の起業

支援施設(インキュベー

ション推進室)で法務コ

ンサルタントを務める。
2014年 12月 、ターナー

法律事務所を開設。

会社法、個人情報保護

法、著作権法、特定取

引法などを得意とする。

早稲田大学インキュベー

ション推進室シエアコンサ

ルタント。アパレルメー

カーでマーケティング・新

規事業開発・ 商品企画・

生産・原材料調達に従事

後、独立。ベンチヤー企業
の立上げ、中小企業の新

規事業のコンサルティン

グ等を手がける。

第1回創業スクール修
了生。「第2回全国創業
スクール選手権」にて

経済産業大臣賞を受賞。
オリジナルBagの企画・

製造・販売、伝統工芸
を活かしたBagの企画
開発も積極的に行つて
いる。

税理士法人あのん

税理士 本間 実氏

本庄早稲田塾中ゼロから始める創業スクールH受講申込書 FAX:0495由 24“7465
【申込方法】参加を掃望される方は、FAX:0495-24‐ 7465、  E‐mail:sogyo@howarpBorBjp

または、右記QRコードの応募フォームよりお申込みください。
【申込選考】応募の動機などを参考に選考し、結果はメールでご連絡します。 輯
フリゴナ 年齢 歳

受講者氏名 1生 鳥‖ 男 女

ごイ主戸斤 ( T )

電話番号 FAX番 号

E一 m`入 il 倉1業希誓時期

現在ω職業

倉1業 ∩希望職種
創業済みの方

職種

参力D σⅢぐっれヽけ 時期

応募動機
氷何をしたいれ`。何を学
び・ど

.う
したしヽのれ`。何

を期待するのれ`など。

募集活動て・大手した情報|よ 、当貝オ団の事業て・の入使用し管T里 します。当貝オ団て'Iよ l固 人情報を)‐ズ下の目的て'和 1用 させてし`た|― ミます。
研4参 やイベントなどに関する情章Rの ご宗内(送付を含みます)・ 各種ホロ談やかPD司 合せに関する対庭など・講座の運営上必要となる受講者名砦や受付簿∩作成




