
ビジネススキルを高めて、いざ、デキる社長へ！
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< 主催 >

該当する□に　をつけて下さい。FAXでお申込みの場合は、お手数ですが、このページを切り取るかコピーを取ってお送りください。

ちよだ校    URL  http://www.chiyoda-sougyouschool.jp/
さいたま校  URL  http://www.saitama-sougyouschool.jp/　

メールでお申込みの場合は必要事項①～⑨をご記入の上、
予約受付専用アドレスへお送りください。

FAXでお申込みの場合は上記事項をご記入の上、
左記番号へお送りください。

さいたま校： ソニックシティビル内会議室

会　場

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
JR大宮駅 西口より歩行者デッキ直結　徒歩3分 

ちよだ校：内幸町平和ビル 地下1階 会議室
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-5-2　内幸町平和ビル
JR新橋駅 日比谷口　徒歩5分
東京メトロ銀座線 新橋駅　7出口　徒歩4分
都営三田線 内幸町駅 　 A5出口　徒歩4分

埼玉県さいたま市中央区上落合 2-3-2 mio 新都心 5F
FAX 048-859-6827　http://www.ss-net.com/
< 共催 >No.1 税理士法人

＜予約専用アドレス＞
ちよだ校　E-mail info@chiyoda-sougyouschool.jp
さいたま校E-mail info@saitama-sougyouschool.jp

協同組合さいたま総合研究所 TEL 048-859-6849
お問合せ

①氏　名

□会社員　□主婦　□パート・アルバイト　□学生　□会社役員・代表　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

②住　所
〒

E-mail

③ T E L

□男　　　□女歳

無料体験講座　□ちよだ校午前（10時00分～12時00分）　□ちよだ校午後（14時00分～16時00分）　□さいたま校

創業スクール　  □ベーシックコース（ちよだ校）　□女性起業家コース（ちよだ校）　　
　  　　　　　  □第二創業コース（さいたま校）

無料体験講座・創業スクール　受講申込書

⑤希望受講コース

社長養成講座ガンバレ！
さいたま
ちよだ

創業スクール

受講生募集のお知らせ

ビジネス
プラン マーケティング

戦略

会計税務
営業戦略

法務

IT
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④ F A X

⑥年　齢 ⑦ 性  別

⑧職　業

⑨

［期間］ 
 9/6（日）～11/29（日） 全10回
［金額］ 10,800円
［会場］ 内幸町平和ビル　

創業に必要な
経営ノウハウをしっかりと

ベーシックコース

［期間］ 
 9/5（土）～11/28（土） 全6回
［金額］ 5,400円
［会場］ ソニックシティビル

二代目・再チャレンジを
確かなカタチに

第二創業コース

［期間］ 
 9/6（日）～11/29（日） 全10回
［金額］ 10,800円
［会場］ 内幸町平和ビル　

ベーシックコースに
女性ならではの視点を

女性起業家コース
創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハ
ウ」及び、「起業・事業運営に伴う各種手続き」「資
金調達」などの実務ポイントを一体的且つ体系的
に学習できるカリキュラムです。また実践編では、ビ
ジネスプランの作成を支援し、スムーズな創業をサ
ポートします。

ベーシックコースとカリキュラム内容は同じですが、
女性特有の視点を盛り込みながら講義を行いま
す。そして実践編では、女性コーチが付いて、貴女
のビジネスプラン作成をしっかりとサポートします。
受講生は全て女性ですので、女性同士のネット
ワークづくりにも役立ちます。

企業の後継者・後継者候補を対象に、既存事業
の見直し・底上げから一歩踏み込んで、あたかも
『新規事業のごとく、新分野に挑んでゆく』勇気を
持つことができる講座にします。
自らの力による新たな事業計画作成を支援し、
自信を深めて頂きます。
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ガンバレ! さいたま創業スクールガンバレ! ちよだ創業スクール

無料体験講座もご用意。詳しくは中面をチェック！

創業及び
第二創業
予定業種

共催主催 （協）さいたま総合研究所

ちよだ校担当
満木

さいたま校担当
長谷川

【後援】埼玉県産業労働部産業支援課
埼玉県商工会連合会　埼玉県中小企業団体中央会
さいたま商工会議所　公益財団法人さいたま市産業創造財団

【後援】千代田区

ホームページでも
受け付けております。

平成27年度 地域創業促進支援事業

［無料体験講座］ 8/29（土）14時00分～16時00分 ［無料体験講座］ 8/30（日）①10時00分～12時00分 ②14時00分～16時00分



皆様のビジネスマインドに応える豊富な講師陣と充実のカリキュラム

主な講師の紹介

スケジュールとカリキュラム

ガンバレ！ さいたま創業スクール（定員30名）

説明者、講師等

14時00分～16時00分8月29日

講座概要日  程
さいたま校
ソニックシティビル

開催時期

創業スクール概要説明 /研修カリキュラム概要説明
昨年度卒業生の体験談 /第二創業・事業継承個別相談

長谷川 勇（さいたま校責任者）
佐藤 夢未（昨年度卒業生）

説明者、講師等

①10時00分～12時00分
②14時00分～16時00分

8月30日

講座概要日  程
ちよだ校
内幸町平和ビル

開催時期（2回開催）

創業スクール概要説明
研修カリキュラム概要説明
昨年度の卒業生の体験談

満木 大（ちよだ校責任者）
斉藤 豪（昨年度卒業生）
石川 香（昨年度卒業生）

● ベーシックコース（9時30分～12時30分）全10回 　　● 女性起業家コース（13時30分～16時00分）全10回

無料体験講座（各校 定員30名）

日　程 カリキュラム　テーマ 担当講師開催時間

9月 5日 13時 30分～16時 30分 第二創業の心構えと経営課題 第二創業に必要な心構え、経営承継と経営革新
第二創業経験談など    

日　程 カリキュラム　テーマ 担当講師開催時間

10月18日 9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

ビジネスプラン作成ワークショップ① ビジネスプランの作成方法
リスク分析と回避策の検討など    

11月15日 9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

ビジネスプラン作成ワークショップ② ビジネスプランのブラッシュアップ
リスク分析と回避策の検討など    

11月29日 9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

プレゼンテーション 自分のビジネスプランを魅力的に伝えるプレゼンテーション手法
論理的な話し方・伝え方
発表会など

9月26日 13時 30分～16時 30分 経営資源・課題分析
ワークショップ

10月17日 13時 30分～16時 30分 マーケティングと販売戦略

10月31日 13時 30分～16時 30分 利益計画と資金繰り

自社の経営課題分析、経営資源の棚卸・強み、
事業コンセプトWS、ビジネスアイデアの棚卸など

11月14日 13時 30分～16時 30分 資金調達と公的支援制度活用

新事業のターゲット設定と市場ニーズ分析、
新事業における商品・サービス戦略、新事業における営業戦略など

11月28日 13時 30分～16時 30分 プレゼンテーション

会計の基礎知識、貸借対照表・損益計算書の読み方、
資金繰りの考え方、収支計画・利益計画の造り方など

補助金・助成金活用方法、融資活用方法、小規模共済制度、
第二創業支援制度など

自分のビジネスプランを魅力的に伝えるプレゼンテーション、
ビジネスプラン発表会など

● 第二創業コース（13時30分～16時30分）全6回

基
礎
編

実
践
編

日　程 カリキュラム　テーマ 担当講師開催時間

9月 6日 9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

ビジネスプランの作成準備
地域の創業者による体験談

カリキュラム　講座概要

カリキュラム　講座概要

カリキュラム　講座概要

ビジネスアイデアの出し方、見つけ方
ビジネスプラン作成に向けての準備
創業体験談、創業にあたっての心構えなど

9月13日 創業のビジョンとビジネスモデル9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

9時 30分～12時 30分
13時 30分～16時 30分

9月27日 マーケティングの基礎知識

10月 4日 営業・販売戦略

自らが実現したい創業のイメージ
自分の強み・弱みを知る（自己分析）ビジネスモデルの作り方
（地域資源活用、地域連携含む）/ビジネスアイデアの棚卸/ワークショップなど

10月25日 会計の基礎知識

マーケティングの基礎理論
既存の類似事業や競合他社の分析（市場分析の方法）
自分の商品・サービスの強み・弱みなど

11月 1日 税務・資金調達

営業計画・販売計画の作り方
販路開拓・顧客へのアプローチの方法
ワークショップなど

会計知識の基礎知識
貸借対照表や損益計算書の読み方・作り方・活かし方
資金繰り（キャッシュフロー）についての考え方 /収支計画の作り方など

税務に関する基礎知識（所得税、法人税、消費税等）
資金調達の手法（自己資金・補助金・融資等）
創業者融資制度について（日本政策金融公庫）など

法務・労務と
公的支援制度の活用

創業時に必要な手続き（登記、開業届、労務管理等）
商取引の基本となる法律の基礎（契約書の作成方法等）
小規模共済制度等の活用方法 /その他公的支援制度など

11月  8日 ITの活用 ＩＴの基礎知識
ホームページ・ＳＮＳの活用など

基
礎
編

ちよだ校 責任者

満木 大

ＳＷＯＴ有限会社代表、さいたま総合研究
所理事、ドリームゲートアドバイザー。
大学卒業後、銀行10年、アパレル企業10
年勤務し、未上場から東証一部までのサク
セスストーリーを体験。2011年に独立し、現
在、創業・ベンチャー支援を中心に活動して
いる。中小企業診断士

脱サラ起業支援家

さいたま校 責任者

長谷川 勇

彩マネジメント研究所代表。
事業継承・企業再生で百年企業創造を目
標に、経営者との皆様とのコラボレーション
に努めている。事業継承をテーマに、コンサ
ルティング・講演・執筆歴は6年になる。

中小企業診断士

第二創業コース

ベーシックコース 女性起業家コース

ベーシックコース

ベーシックコース 女性起業家コース

佐藤 節夫

SSコンサルティング代表。
さいたま総研・経営承継事業部・ものづくり
事業部所属。
ものづくり企業の後継者育成をテーマに活
動。百年続く長寿企業を目標に、後継者を
徹底的にバックアップ。

中小企業診断士

第二創業コース

野崎 芳信

野﨑ビジネスコンサルティング代表。
さいたま総研・経営承継事業部所属。サービ
ス業企業の経営革新を中心に活動。第二創
業による経営承継のお手伝い。共著／経営
革新で成功する企業（同友館）

中小企業診断士
経営革新等認定支援機関

第二創業コース

中里 邦彦

40代野菜農家。
両親妻子供3人の7人家族。実家は立川市
で酪農業を営む。大学卒業後、多摩地区基
盤の多摩信用金庫に16年間勤務。主に中
小企業の課題解決活動を行う。現在、就農
5年目で個人直売所を中心に、共同直売所
や金融機関に販売している。

なかざと農園

第二創業コース

荒川 光一
中小企業診断士　証券アナリスト

ベーシックコース　女性起業家コース

佐田 清政

1999年(株)ソースワークス創業。WEBコン
サルティング、独自CMSを主業務として経
営。2005年日本WEBデザイナーズ協会
（現JWSDA）を設立。副会長としてWEBデ
ザイナーのスキル標準化に取り組む。現在
は株式会社No.1WEBディレクション部部
長として月30件のWEBサイト制作を統括。

廣井 正義

食品メーカーにて、国内営業、経営企画、海
外マーケティング等を担当。90～91年台湾
に駐在、06～09年中国事業会社の副社
長を経験。現在、廣井ビジネスコンサルティ
ングを設立し、代表取締役。経営コンサルタ
ントとして、中小企業の経営支援及び海外
進出支援を実施中。多摩大学、青山学院大
学、名古屋外国 語大学での講師も務める。

中小企業診断士　
1級販売士

小野 路子

オフィスレーン代表。社会保険労務士業の
かたわら、川崎市教育委員会と麻生市民館
市民自主学級を3年主催し、コミュニケーショ
ン心理学の一種、交流分析の普及活動を
行った。

社会保険労務士、産業カウセンセラー
キャリアコンサルタント
日本交流分析協会認定交流分析士

ベーシックコース　女性起業家コース

高屋敷 秀輝
中小企業診断士

シニアWEBディレクター

ベーシックコース　女性起業家コース

木元 広之

会計事務所勤務後、ファイナンシャル・プラ
ンナーとして独立。延べ数10社の決算に携
わった経験を活かし、個人事業主・中小企
業経営者を対象にライフプランニング、財務
コンサルティングを展開。　　　　

ファイナンシャル・
プランナー

ベーシックコース　女性起業家コース

綱川 めぐみ

会計事務所に13年勤務後、2011年8月に
所沢市で税理士事務所を開業。その後、社
会保険労士資格も取得し、税務と労務の両
面でのサポートを行っている。「個人事業主
や起業3年以内法人」を専門とし、開業4年
目という同じ目線で、共有しながら０から事業
を始める方のサポートをしている。定期的にさ
いたまで「起業塾セミナー」を開催。専門用
語を一切使わず、分かりやすく、常に笑顔接
客を心掛けている。

つなかわ税理士
社労士事務所

宇津木 智

有限会社マネジメントコア代表取締役、
さいたま総合研究所理事長。
各種コンサルティングツールの開発(就業規
則作成ソフト「人事 おたすけ隊ビジネスツー
ル就業規則EVO」、人事制度設計・運 用ソ
フト「じんじ屋エール」、評価者研修講師用
ツール「人事評価〇×クイズ」、etc.)中小企業診断士

社会保険労務士

遠山 純夫

遠山コンサルオフィス代表、さいたま総合研
究所理事モノづくり事業部主管。中小企業
診断士。ソニー㈱等でモノづくり・海外事業
に従事した後、2013年～ドリームゲートアド
バイザーとして起業家を支援。一方モノづくり
専門家として、経営革新・事業承継・海外進
出等の中小企業課題解決を支援中。中小企業診断士、品質管理

検定 1級、FP技能士 2級

ベーシックコース　女性起業家コース

山﨑 登志雄

のぼる経営代表、(協)さいたま総合研究所
理事。
東亜電波工業 (株)大阪営業所長、生産部
長等歴任後、アリス電子工業(株)社長、自
営業に転向後は、中小企業大学校、高度
ポリテクセンターなどの講師、東京都豊島区
経営相談員などを務める一方、新製品開
発、コストデザイン関係の著述、個別企業の
経営診断、改善支援等コンサル業務多数。

中小企業診断士、公害防止 
管理者水質 I 種、1級販売士

コンサルティンググループＳＫＡＹ２１代表。
早稲田大学卒／元銀行出身／得意分野は事業承継、資金調達
／著書「中小企業の再生支援マニュアル」（同友館：診断協会
編共著）「中小企業の評価診断支援」（同友館：診断協会編共
著）

高橋 布明
中小企業診断士

印刷機メーカーで海外の生産販売現地法人の立ち上げや販売
促進等永年海外事業に従事、貿易実務、財務、営業と幅広く経
験した。その中で、企業の発展は、顧客視点に立って販売、経営
戦略（広い意味でのマーケティング）をタイムリー且つスピーディー
に立案・実行できるかに掛かっていることを痛感。現在そのときの
経験を活かし中小企業のコンサルを行っている。

B.G.コンサルティング代表。
特殊鋼メーカーで新製品開発や営業を
担当した後、北米現地法人の社長を経験。
経営に係わる様々な分野の知識の必要性
を痛感して中小企業診断士を取得。退職後
は商工会議所の創業支援も含めて中小企
業の経営者を鋭意支援中。

女性起業家コース

小暮 美喜

(協)さいたま総合研究所、ビジネスレップ所属。
紳士服小売業(株)タカキューでの14年勤務を
経て、現在に至る。専業主婦経験も活かし、
女性のビジネス支援に取り組む。
専門分野：マーケティング・ファッションビジネ
ス支援
共著「効率経営からおもてなし経営の時代
へ」同友館中小企業診断士

廣井 正義
東條 寮

小野 路子
馬橋 真有子

宇津木 智
遠山 純夫

山崎登 志雄

高橋 布明
小暮 美喜

高屋敷 秀輝

木元 広之

綱川 めぐみ

佐田 清政

佐藤 節夫
中里 邦彦

佐藤 節夫

荒川 光一

野崎 芳信

荒川 光一

野崎 芳信

ガンバレ！ ちよだ創業スクール（各コース 定員30名）


