
※参加申込書のビジネスプランの内容により選考します。
つきまして、必ずしもご希望に添えない場合があることを
ご了承ください。

⇒日本政策金融公庫

⇒日本政策金融公庫、兵庫県信用保証協会

10：00～17：00（昼休憩1時間）

西宮商工会館（西宮商工会議所）

3 0名

①西宮市内で起業を予定している方
（西宮市在住で起業を予定している方も可）
②全5日間参加可能な方
※①②両方を満たす方が対象となります。

参加申込書を窓口にお持ちいただくか、
FAXまたは郵送で送付ください。
また、西宮商工会議所HPからもお申込み
頂けます。※参加申込書は全項目ご記入ください。

参加
無料

N i s h i n o m i y a  K i g y o - j u k u

全5回８ ９土 土 土 土 土

主催／西宮市・西宮商工会議所
　　　西宮市委託事業（特定創業支援事業）

応募締切

経営支援課　担当／森川・藤原　宛
◆送付先

0798-33-1257TEL：                    　　　FAX：0798-33-3288

〒662-0854  西宮市櫨塚町2-20

【中面】西宮起業塾20 1 9参加申込書   ➡

西宮市内に在住、また西宮市内で起業を目指す方に

対して、起業のノウハウを伝える全5回のワーク。

経営・財務・マーケティング、ITなど起業に必要な

様々な要素を起業支援のプロに直接指導していただ

き、確実な創業を目指します！

8月13日（火）必着

講師紹介

第１日　８ / 1 7（土）
10：00～12：00  オリエンテーション

13：00～17：00  経営戦略①（マーケティング）

第２日　８ / 2 4（土）
10：0 0～1 2：3 0   I T活用

1 3：3 0～1 7：0 0   経営戦略②（ビジネスモデル）

第４日　９ /７（土）
10：00～12：30  労務管理

13：30～16：30  情報発信・プレスリリース

16：30～17：00  これまでの振り返り

第５日　９ / 2 8（土）

14：00～16：00  ビジネスプラン発表

16：00～16：45  西宮商工会議所による支援計画策定

第３日　８ / 3 1（土）
10：00～12：30  財務戦略

13：30～17：00  経営戦略③

金融機関による事業評価（個人面談）

西宮商工会議所による個別相談

起業塾2 0 1 9カリキュラム（全5回）

商社時代の実務経験を活かしマーケティングを得意分野とする。
『（現場・現実・現物）三現主義』をモットーに中小企業者を勇気づけ、サポートする。
「愛されかつ信頼される」現場と一体となった体育会系コンサルタントとして、
皆を明るく元気にし地域に貢献している。
全国商工会議所、商工会での経営塾、創業塾等多数開催。

コア・サポート株式会社　

代表取締役　黒野 秀樹氏

グラスハパ
コンサルティング株式会社

代表取締役 中野 雅公氏

エヴィス労務
コンサルティング株式会社　

代表 中嶋 功起氏

松尾卓　税理士事務所　

代表 松尾 卓氏

株式会社マジックマイスター
　　　　　コーポレーション

代表取締役 大谷 芳弘氏

経営
戦略

労務
I T
活用

プレス
リリース財務

税理士としての業務の柱は2つです。
1つ目は、個人事業主や法人に対する会計や
税務申告業務です。経営者に寄り添い、健全
な経営をサポートするビジネスドクターとなるべく活動しています。
西宮商工会議所の記帳指導も担当していました。2つ目は、相続関係
の業務です。大手事務所での相続に関する経験を活かし、公益団体
での相続専門窓口担当や定期的なセミナーの開催を通して、相続対
策のサポートや申告業務を行っています。

2010年に趣味の「マジック」と「広報」を組み
合わせて企業の商品をイベントで紹介を行な
う日本初の広報PRマジック会社を設立。
同時にプレスリリースを活用した広報コンサルティング事業を開始、
マジシャン的（WONDER）な発想を活かし企業の強みをマスコミで
PR。現在は中小企業庁よろず支援全国本部サポーターとして日本全
国の広報支援を手掛ける。

西宮えびす神社のすぐそばにて2011年に起
業し、まもなく９年目を迎えます。
社会保険労務士・行政書士事務所として、事業
を営む法人・個人事業主の方々の人事労務・許認可などのサポート
がメイン業務です。最近では併設した株式会社PLUCKPLUSにて職
業紹介事業も展開し、人手不足に悩む事業者様を人材面でアシスト
しています。　事務所のモットー「エビス顔あふれるサービスを」

デジタルとアナログを組み合わせた集客・販
売促進を得意としており、サービス業・小売業
・飲食業などの店舗支援やネットショップ運営
での売上をアップさせた数多くの実績を持つ。全国からセミナーを
依頼され、実践に基づいた事例が豊富で明日からすぐに実践でき
る内容ばかりでわかりやすいと高い評価を得ている。

精鋭の
講師陣

が

あなた
の起業

を

サポー
ト！

13：00～14：00  金融機関からのアドバイス

10：00～12：00  経営戦略④

16：45～17：00  修了式



参加申込書

◆ ご記入いただいた内容により受講を選定しますので、書ける範囲でできるだけ詳しくご記入ください。
◆ ご記入いただいた個人情報は、受講者名簿の作成、出欠確認等、本事業の実施目的以外には使用いたしません。
◆ ご記入いただいたビジネスプランの内容は、西宮市・西宮商工会議所及び起業塾講師以外には公表いたしません。
◆ 起業塾の効果を得ていただくため、全日程出席を前提としています。

ビジネスプラン計画書

受講者名　起業塾を受講する方のお名前をご記入ください。 電話

携帯電話

メールアドレス

性別

フリガナ

会社名（屋号） すでに起業されている場合はご記入ください。

住所　〒

起業（予定）時期 起業（予定）場所 起業形態

□令和　　　年　　　月頃
□未定

起業時期　　　　　年　　　　月
起業場所　　□西宮市内　　　　□西宮市外
事業の現状　□今も行っている

起業したことが　　□ある　　　□ない

□西宮市内　□西宮市外
□未定

□法人（資本金等　　　 　　万円）　
□個人事業

フリガナ

姓　　　　　　　　　　　　　名

起業経験　過去に別の事業で起業されたことはありますか？

別の事業で起業したことがある方のみご記入ください。

受講者略歴／職務経験／業務経験／保有資格等

長所・得意なこと・好きなこと・やりたいこと・アピールポイント

起業の動機・目的

起業が成功した状態とは（目標）

年齢

□すでにやめている

起業する
あなたについて

アンケート　以下は選定に影響ありません

西宮起業塾2019は
何で知りましたか？

□起業家支援セミナー　　　□商工会議所HP　　　□西宮市政ニュース

□チラシ・ポスター

□会議所職員の案内　　　　　

Q
□知り合いの紹介

□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

起業塾受講後、「特定創業支援等事業」を受けたことの証明書の発行を希望されますか？　　　□はい　□いいえ
「特定創業支援等事業」とは....

□Facebook

この起業塾は、産業競争力強化法に基づく国からの認定を受けた西宮市の創業支援事業計画に基づき実施されます。終了された方は、特定創業支援を受けたことの証明を
受けることにより、会社設立時の登録免許税の減免や、創業関連保証の特例が受けられる場合があります。証明の申請手続き等、詳しくは西宮市商工課までお問合せください。

今後、西宮市及び西宮市商工会議所から商工業振興に関する各種情報を提供してもよろしいでしょうか？   □はい　□いいえ

提供する製品・
商品・サービス

ターゲットとする
お客様（市場）

類似した製品・商品・
サービスと比べた特徴

広告宣伝
について

起業する
ビジネス
について

開業資金
について

利益計画

お客様に伝えたいこと 具体的な広告・宣伝方法

主な資金の使い道

開業資金の回収時期

必要額

上記資金の調達方法

万円

1年目（月単位） ２年目（月単位） ３年目（月単位）

万円

万円

万円

万円

万円

人

万円

万円

万円

万円

万円

人

万円

万円

万円

万円

万円

人

売上高（見込み）

売上原価（仕入）

粗利益

経費（家賃・人件費）

税引前利益

社員・パートなど

FAX: 0798-33-3288 info@n-cci.or.jp 受講者名


