
ガンバレ!さいた 

• • 

ベーシックコース(全 9回) 女性起業家コース(全 9回 )

期 間

第二創業・事業承継コース(全 6回)

・・・司期 間

ソニツクシティヒル内 7F-.， 9F会議室

各 30名

監事選Eベーシyクコース… ..........................10，800円(税込)�

女性起業家コース…・……・…… ..10，800円(税込)
第二創業・事業承継コース……....5，400円(税込)
主催 協同組合さいたま総合研究所

後援 i奇玉県産業労働部産業支援課、 i奇玉県産業振興公社、埼玉県中小企業団体中央会、 さいたま市産業創造財団



~ . -

期 間 10月3日(金)--12月13日(土)� 

回数 6回|定員� 1 30名� 

時間 14:00"'17:00 12月13日のみ10:00"'17:00

事業j表継候補者・事業承継済経営者・第二創業希望者・再チャレン

ジ希望者を対象とした「経営承継・経営革新習得コースjです。自らの

ビジネスプランを経営革新計画案として仕上げる中で、経営の基本を実

践的に学習・習得します。

月刊税理への「経営承継マニュアルJ執筆者達が講師陣およびコーチと

して継続指導して、皆さんのビジネスアイデア・経営課題を経営革新計

画案に仕上げるお手伝いをします。

「

日 手皇� 

10月3日� 

10月� 17日� 

ァーマ

オリエンテーション

経営承継と経営革新

経営課題と新事業の夢

講座概要

カリキュラム全体の説明

事業承継と経営承継の違い

経営革新計画とは何かつ

-経営課題抽出

実施時間

1時間

2時間

3時間

講師� 
. 

事務局 ，一・‘� 

長菅川 勇 (中小企業診断士) 

佐藤 節夫�  (中小企業診断士)

10月31日� 

(ワークショッフ。含む)

マーケテインクと販売戦略

-新事業の夢はあるかっ� 

-新事業ターゲッ卜設定と市場ニース分析� 3時間 聖子崎 芳信�  (中小企業診断士)

11月� 14日� 

(ワークショッフ。含む)

利益計画と資金繰り

-新事業における商品・サービス戦略

-資金繰り(キャッシュフロ� ) 3時間 佐藤 節夫�  (中小企業診断士� )

11月28日� 

(財務分析ワークショップ� )

資金調達と公的支援制度

-自社の財務分析

-収支計画・ 利益計画のつくり方� 3時間 野崎 芳{言� (中小企業診断士� ) 

12月� 13日� 

(利益計画ワ クショップ)

経営承継の方法選択と

円滑化手法

経営革新計画案策定

ワークショッフ。

-補助金・助成金の活用法

-経営承継の方法選択 

-経営承継円滑化手法

-ビジネスフ。ランワークショッフ。� 

-ビジネスプラン発表会

2時間

4時間

長谷川 勇(中小企業診断士� )

長告川 勇 (中小企業診断士 )

ワーヲンヨ� yプ時にはコーチが入る予定です。



創業時に必要となる「経営に関する知識・ノウハウJ及び、「起業・事

業運営に伴う各種手続きJr資金調達jなどの実務ポイント在一体的かつ

体系的に学習てきるカリキュラムとなっています。またビジネスプランの作

成支援を実施し、創業を希望する方が受講後、速やかな創業をできるよう

サポート致します。

期 間 10月� 4日(土)，.."，12月� 13日(土)

回数 9固|定員� I30名� 

時間 14:00"""17:00 

実月 間 10月� 4日(土)，.."，12月� 13日(土)

回 数 9回|定員� I30名

時 間 9:30"""12:30 

ベーシ� yクコ スの学習内容の中に、女性ならではの視点を活かした商品・

サービス開発やライフイベントとの両立、女性起業家の体験談など、女性

特有の学習ポイン卜をカリキュラムに盛り込んて‘実施致します。� 

日程�  ァマ 講座概要� ( ..λー7-"F七諸県長 ~ ; 'p: ... ，.授占� ) 実施時間 主な講師 (黒両一通 ) 
川 、� J ーコ� 
:r: 'Z 1-~ -，-;z 

10月4日� オリエンテーション カリキュラム全体の説明� 1時間 事務局

先輩起業家から学ぶ 先輩起業家の創業体験談� 

質疑応答

女性ならど'1...の強み、苦労した"，:5.

2時間 選山 寛志�  t; Jo I~t里 ~*t後1:'畏

久保京子時7-子λ 代表Vif='-"J畠

10月� 11日� 自分がやりたいことを

見つけよう

経嘗理念の重要性� 

事業領域の定め方� 

1.5時間 山崎登志時 コム� JUP'jt

1左官 真紀申�  l、全家信出土

やりたいことをみつけるワークショッフ。� 1.5時間

10月� 18日� {諸かる仕組みを考えよう マーケテインクの知識� 

女|吐T，{';..ζtf0"'f~，t;Sを活かした百品・すービス開発

1.5時間� }工}華 ↑導(中小企業診断士)

営業・販売戦略が

成功を決める

営業・販売戦時の立て方� 1.5時間

11月� 1日� 骨太のビジネスモデルを

つくろう

ビジネスモテ、ルつくりのワークショ� yフ。� 3時間 二弁 書討討中小企~~:I!は

佐 設 五三記� o 'J‘企-診断ヰ1

11月8日� 創業に必要な会計知識 会計・税務の基礎知識� 3時間 佐久間 仁志�  (公認会計士� )

11月� 15日� 創業に必要な手続 倉IJ業時に必要な手続� 1.5時間 宇津不: 管中'liË'質:1~~ 士}

ノを~ 三品己 申小企;'f..i):五土

創業に必要なおカネの話 資金調達の手法� 1.5時間

11月29日� ビジネスプラン作成

ワークショッフ。� 

ビジネスプラン作成方法、作成時のポイント� 3時間 は峨 登志雄 .;:'1 1、主宰~~肢は

l、暮芙岳民企津絵~h:: 

12月6日� ITを経嘗に活用しよう� ITの活用方法� 3時間 佐藤 壮太郎� (悦ナトフ代表)

12月� 13日 ビジネスプラン大発表会 全員が自分のビジネスプランを発表し、スクール代表� 

プランを決定。

3時間 三井許制ヰ�  "手嘗どあ:土

↑さ吾真紀中J ・会安~t~~:!:

ワー 7ンヨ� "J7時l立、受講者数に応じてコーチが数名入ります。



ガンバレ!さいたま 業スクール講師・起業家(ゲスト)一覧�

制いつる (劃フイデス 中小企業主主断士 中小企業診断士、公害防止 中小企曹E軒士、日本生産性本部盟定

代表取締役社長 代表取締役社長 さいたま総合研究所理事長 管理者水質I種、� 1級販売士 中小企禦齢断土 経宮コンサル予ント、IS014001膏査員� 

遠山寛志 �  久保京子 三井善樹 山崎登志雄 佐藤真紀 i工;畢博

2013年B月に錦鯉給出業を営 サンウエーブ工業にて、商品企 専攻は経営工学。コンビュ のぼる経営代表 食品コンサ� Jレティンデ会社に 江漫経営研究所所長、さいた

む(株)いづる創業。同年� 12月 画、販売戦略立案に携わる。 タメーカー勤務後経営コンサル 宝きいたま総合研究所理事‘ 東亜 て主婦 ・� OLモニ空ーを対象と ま総合研究所理事事業開発

には� [海外需要指得型創業鱗 その後、� 1998年� Wooマ ケ タン卜会社を創業、ネコシエー 活工事� L町大阪管章所長、生 した調査企画・ マーケティン 本部長、海外事業部長。三

助金J~二探択され、 現在 1 0 ヶ ティング会社を数人のメンノ¥ーと シヨノとフιロジェケトマネンメント 産部長等歴任後、� ]"n電子工輩 グ活動に従事� c 商書士会等の 井化栄樹友び三井化学東セ口

国に新 i詩県産 î~鯉を輸出中。 ま 共に起業し、� 2009年株式会 スキル及び全国の� 1000人以 司社畏、自室耳障に転向後� I:¥.中 企画湿営 や取引推進のサ 相で、 調達、製造、市場開発、

た学生時代には、ベンチャー企 社フィテスを設立。現在、ネッ 上の人脈を通じて、資本、技 小企業大学校‘高度ポリテフセン ポート・助言等、販路開拓に 新規事業開発、システム、物

業を� 2つ起こして卒業と同時に ト通販向け広告法務、Webユ 術、 販亮連携でこれまで� 100 ヲー主どの摘鮪 東京都賀� 1且区経 関する支援を中心� lこ活動をし 流と企業活動全般に従事。� JIC 
売却した経敏も婦つ。 ザビリティ、ユーザー調査を手 社以上の連携実績を椅つヒジ 曾担 ~員などを務める一方、 句 ~ ていますき東日本の復興支援 A7'ロジェケ卜で、発展途上国

がけるほか、� SOHOワ-7の支 ネス通燐のスペシャリスト。[ヒ 品開発、コストデザイノ関係の華 の一環で、新たなビジネスを の品質生産性向上� 7'ロジ工7卜

援も行っている。 シネスレyプjオーナー、「そら 道、個別企重の経営診話、 改善 情築する企業へのサポートも に多数従事� u 圏内製造サービ

展」総括マネージャー。 宣媛等コンサル業務多数 推進中。 ス業の生産性向上支援多数。

中小企業診断士 性ナト7ft賓、囲碁6践(燭玉県代 中小企薫診断士、事業承継アド

社会保険労務士 公認会計士 中小企業~断士 表多数)電貫工事士 バイザー、事業再生アドバイザー 中小企業診断土

字津木智 佐久間仁志 小 喜 美 喜 佐藤杜太郎 長谷川勇 佐藤節夫�  
有限会社マネジメン卜コア代 佐久間公認会計士事務所 紳士綴小売業 (株)ヲカキュ ウ工フを活用し、素人でも最 彩マネジメント研究所代表� SSコンサルテイ/デ代表

表取締役 代表 に14年勤務、専業主婦経挨 小恨の資用と労力で優れた t奇玉東京・千葉中小企 凸版印刷(株)勤務を経て現

各径コンサルティン 7':; -)~の も活かし、 女性のビジネス支 サービスや商品、ビジネスアイ 業再生支援協議会専門家 在に至る。

開発 {就業規則j作成ソフト� I人 擾に取り組むきいたま総合研 子アを鍔出させ、販� E宙開拓し 中小企業大学校講師 車業承継・ものづくリ支援(生

事おたす付隊ビジネスツール 究所、 ビジネスレ� yプ・ 事業 顧客を獲得するノウハウを構 著書(事業承継、 経営革新、� 産管理品質管理)

就業規買� 1I EVOJ. 人事制度 承継所属 築中。� 2012年までL1� NE株 M&A. 企業再生、物流在日

設計 運用ソフト「じんじ屋工� 専門分野 マーケティング・� 式会社の中国法人に勤務、 多数

jしJ、評価者研修論師周� y 7アyションビジネス支提 ・女 検索エンジン等ウェブでの知 講演� (事構� jf，継、経営革新、

Jレ「人 事 評価Oxケイス� J、� 性ヒジネス支援� 見を活かし� 2014年4月創業。 企業再生、ロイスティヲス、

etc.) 株式会社� NUTF代表首� 下請代金支払遅延等防止法

主ど)多数

講師は都合により変更されることがござし去す

E雪~
中小企業診断士

野崎芳信 ソ二ツクシティビル内� 
野崎ビジネスコンサルティン� 7
代表 7F~9F 会議室
あおそら銀行を経て独立、現

在に至る

業承継・経営革新・ 車業 埼玉県さいたま市大宮区桜木町ト7・5
計画作成を中心� lこ活動

不動産開発会社コJレフ場
JR大宮駅西口より歩行者デyキ直結 徒歩� 3分

所有運営会社での実務経験

あり

四面臨調 協同組合さいたま総合研究所� TEL048・859・6849(置)� 
・i奇玉県さいたま市中央区上落合� 23・2mio新都心� 5F FAX 048-859-6827 E-mail info@saitama-sougyouschool.jp 

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。 該当する口に� Jをつけてください

ガン14匂!さいたま創業スクール 受講申込書� 

ロベーシックコース 口女性起業家コース
①氏名�  ⑤ コース

口第二創業・事業承継コース� 

T ⑥年齢 口男 口女
②住 所�  

ビ会社員 口主婦 口パート・アルバイト� 
③職業

口学生 口会社役員・代表 口 その他� (

① 創業予定
業種� 

③� TEL 

④� FAX E-mail 

FAXでお申込みの場合は上記事項をご記入の上、 メ ルでお申込みの場合は必要事項①~①をご記入の上、
下記番号へお送りくださし、。� 予約受付専用アドレスへお送りください。

予約受付専用FAX 048・859・6827 info@saitama-sougyouschool.，iアドレス� 

http:info@saitama-sougyouschool.jp

