サポート講師

佐伯 昌之

通じて、創業時に大切なネットワークを広げることができます。

氏

マサエンジニアリング代表
中小企業診断士

﹁独立﹂

について本格的に学んでいきます（計36時間）。また、創業を志す受講者同士の交流を

﹁起業﹂

これから創業・起業をめざす方を中心に、創業の心がまえから事業計画の策定・立て方

あなたの夢を

応援します！

しゅうなん創業カレッジ2017

創業スタートアップセミナー
【日

時】2017年5月27日（土）13：30〜16：30

しゅうなん創業カレッジ2017（全11回）
【日

時】2017年6月6日（火）13日（火）15日（木）20日（火）22日（木）27日（火）29日（木）
7月4日（火）11日（火）13日（木）18日（火）18：00〜21：00

【会

場】徳山商工会議所6階ホール

【定

サポート講師

藤津 泰夫

員】創業スタートアップセミナー 30名
しゅうなん創業カレッジ2017 20名（定員になり次第締切いたします）

氏

（株）山口経営サポート
金融機関ＯＢ

【受講料】創業スタートアップセミナー 無料
しゅうなん創業カレッジ2017 5,400円
（税込、全11回分、資料代込

初日にご持参ください） ※学生の方は無料です

※交流会費別途4,000円程度（希望者のみ）

【対

象】創業準備中の方、
すぐに創業は出来ないけどいずれ創業したい意欲のある方、
すでに創業しているが経営の勉強をしたい方（創業後１年未満の方）

【講

師】伊藤 勝彦

【内

しゅうなん
創業カレッジ2017

特別講師
氏

大草 快貴

氏

Over Wall エバンジェリスト

容】中面に掲載

② 周南市特定創業支援事業のため、8割以上受講され、創業された方には特典が
（詳細はお問い合わせください）
受けられます。
③ 受講生同士の交流は創業後の財産！支援機関を含め、
人的ネットワークが築けます。
④ 受講中〜受講後も、
（株）まちあい徳山運営の和光ビル内コワーキングオフィスを
（1ブース限り、
詳細は
（株）
まちあい徳山0834-33-9612までお問い合わせ下さい）
１ヶ月無料でお試し利用が出来ます。

受講のお問い合わせ・お申し込み方法について

徳山商工会議所

5期生

第

募集

！

① 受講中〜受講後も徳山商工会議所の徳山地域中小企業支援センターで、専任
（講師の伊藤氏・佐伯氏・藤津氏の他、弁護士、税理士も在籍）
コーディネーターに相談できます。

受講
をご
希
望
の方
は
下
お電話
記内
︑
容を
または
メ
ー
ルにて
お
申
込
くださ
い︒

受講生にはこんないいことが！

独立して起業したいが方法が分からない。
経営の基礎知識を一から学びたい。
売れる販売促進ノウハウを習得したい。
同じ志の仲間がほしい。
こんな思いを持つ方は、
ぜひご参加ください！

主任講師

伊藤 勝彦

氏

中小企業診断士・情報処理技術者
シンプルシステム
（株）
代表取締役
（一社）
山口県中小企業診断協会理事
創業塾講師として県内有数の実績。自身も2010年
周防大島町で開業し、人口減少地域でも成り立つ

〒745-0037周南市 栄 町 2-15

徳山商工会議所 創業支援Webサイト

検 索

事業を実践中。SNSなどインターネットを使った、
販売促進や販路拡大が得意。
丁寧な指導で
「日本一やさしい診断士」
と評価が高い。

①氏名 ②性別 ③生年月日 ④住所 ⑤ＴＥＬ（携帯番号可）⑥Ｅメールアドレス ⑦現在の職業 ⑧創業予定業種
⑨参加希望セミナー［ 創業スタートアップセミナー（無料）／ しゅうなん創業カレッジ2017（全11回 5,400円）］

TEL:0834-31-3000 担当：尾上（昇）・船井

FAX:0834-32-3303

E-mail:soudan@tokuyama-cci.or.jp

主催：徳山商工会議所

平成29年度チャレンジ山口創業応援事業・周南市特定創業支援事業

共催：周南市創業支援協議会（新南陽商工会議所／周南市／（株）山口銀行／（株）西京銀行／（株）日本政策金融公庫徳山支店／東山口信用金庫／（株）エス・ケイ・ベンチャーズ）

挑む気持ちがあるからこその期待と不安。私たちはあなたの創業の思いを支援します!
創業スタートアップセミナー

申込締切日

5/22（月）

夢かなえる第一歩！

しゅうなん創業カレッジ2017（全11回）

時】2017年5月27日（土）13：30〜16：30

テーマ：経営戦略①

【会

場】徳山商工会議所6階ホール

内

【定

員】30 名（定員になり次第締切いたします）

【講

師】伊藤 勝彦

5/31（水）

《1回目》 6月6日（火）18：00〜21：00

【日

【受講料】無料

申込締切日

容：創業の心構え『経営者になるということ』、創業の成功確率、
あなたに必要な売上高の計算方法、創業手続き、グループワーク、交流会

会社を起こしたい、
お店を開きたいと漠然と考えている方や、
何から始めてよいのかわからない方に、
創業に関する基本的な
知識を学んでいただきます。
更に、
地域で活躍中の創業者のお話を聞くこともでき、
はじめ
の第一歩を踏み出す絶好の機会です。

■ 創業に必要な基礎知識 〜心がまえ・環境〜
■ 成功する事業への道筋
■ 創業ストーリー ① ②（下記参照）

テーマ：経営戦略②（2.5h）、創業ストーリー①（0.5h）
内

容：自己分析（強みと弱み）、環境分析（機会と脅威）、事業の選択方法、
成功する事業など
創業ストーリー 藤森 大輔 さん 平成28年10月創業（周南市）
おそうじ本舗周南久米店 代表 ・清掃業
※しゅうなん創業カレッジ2016受講生

……………………………………………………………………………………………………
《3回目》 6月15日（木）18：00〜21：00

内

容：事業の位置づけ、
ファンづくり、
事業の具体化、
競合店調査、
商圏調査など
創業ストーリー 坂本 陽子 さん 平成25年5月創業（宇部市）
Life Up 代表 ・生活雑貨、GIFT等のネットショップ運営

……………………………………………………………………………………………

《4回目》 6月20日（火）18：00〜21：00

創業ストーリー&講師・先輩とのディスカッション

テーマ：マーケティング戦略②（2.5h）、創業ストーリー③（0.5h）
内

徳山商工会議所での創業支援やしゅうなん創業カレッジを
受講され、創業されている2名の方からお話を聞くことがで
きます。
生の経験談はきっと参考になることと思います。
この機会を
お見逃しなく！
平成26年7月創業（周南市）

イタリア食堂Bamboo代表 ・飲食業
② 内藤 みゆき

さん

内

……………………………………………………………………………………………

テーマ：マーケティング戦略①（2.5h）、創業ストーリー②（0.5h）

スケジュール

さん

テーマ：数値計画②（2.5h）、創業ストーリー⑤（0.5h）

《2回目》 6月13日（火）18：00〜21：00
氏

創業スタートアップセミナー カリキュラム

① 竹重 嘉亮

《6回目》 6月27日（火）18：00〜21：00

平成29年1月創業（周南市）

フェアリー 代表 ・筆跡診断&開運文字アドバイス
※しゅうなん創業カレッジ2016受講生

容：これからの創業に欠かせないインターネットやＩＴ活用、
集客方法や集客ツール、顧客ランク別対応法など
創業ストーリー 河村淳子 さん 平成27年4月創業（光市）
英語の絵本屋さん MAMACOTO 主宰 ・絵本販売、英会話教室

……………………………………………………………………………………………

《5回目》 6月22日（木）18：00〜21：00

テーマ：数値計画①（2.5h）、創業ストーリー④（0.5h）
内

容：売上高・利益目標の決め方、価格設定、売上高ＵＰの方法、
設備資金と運転資金、融資利用など
創業ストーリー 山本 寿 さん 平成27年2月創業（周南市）
おいでませ不動産 代表
・不動産業（賃貸仲介・売買仲介・管理）

………………………………………………………………………………

《7回目》 6月29日（木）18：00〜21：00

テーマ：事業計画策定・個別指導①（1.5h）、
プレゼンテーションスキル（1h）
創業ストーリー⑥（0.5h）
内 容：ワークシートの見直し、個別指導、
販促・営業プレゼンテーションスキル、創業ストーリー
特別講師 大草 快貴 氏 平成27年4月創業（山口市）
Over Wall エバンジェリスト
・動画制作、セールスプロモーション等
………………………………………………………………………………

《8回目》 7月4日（火）18：00〜21：00
テーマ：事業計画策定・個別指導②
内

容：事業計画作成作業・個別指導、支援機関による情報提供

………………………………………………………………………………

《9回目》 7月11日（火）18：00〜21：00
テーマ：事業計画策定・個別指導③
内

容：事業計画作成作業・個別指導、支援機関による情報提供

………………………………………………………………………………

《10回目》 7月13日（木）18：00〜21：00
テーマ：事業計画策定・個別指導④

容：財務会計、
税務申告の基本、
生活に必要なお金、
将来へ備えに必要なお金、 内 容：事業計画作成作業・個別指導、
発表準備、
支援機関による情報提供
資金調達方法など
………………………………………………………………………………
創業ストーリー 藤井 一之 さん 平成3年5月創業（周南市）
《11回目》 7月18日（火）18：00〜21：00
（有）レンタックス 代表取締役 ・物品賃貸業、ランプ演出
テーマ：事業計画発表会

※欠席された回については、個別相談等でフォローいたしますので、ご安心下さい。

内

容：
「私の創業計画」発表会／評価・総評

個人情報の取り扱いについて お申し込みの際にご提供いただいた方の情報は、
当該イベントの申込受付の管理、
運営上の管理に利用するほか、
上記主催者・共催者が行う各種事業のご案内等
（DM及びFAX、
E-mail）
のために利用させていただく場合があります。
予めご了承ください。

