
平成28年度 地域創業促進支援事業

無料体験講座

実施します 「独立」「起業」
あなたの夢 叶えよう！！

会 　 場

定 　 員

対 象 者

受 講 料

日　程

：

：30名（定員になり次第締切）

：新たに創業を予定している方、

　起業に興味・関心のある方

：10,800円（税込）

b37
タイプライターテキスト
９月１２日(月)

b37
タイプライターテキスト
船場で

b37
タイプライターテキスト
商都大阪の中心地である船場において、第二創業や新事業・新分野に進出する際に必要な知識を身につけ、当団体が主催する異業種交流会を通じて様々な経営者と意見交換をすることで受講者のビジネスネットワークの構築を支援します。異業種交流会では、多種多様なビジネスモデルを持つ経営者との出会いによって各自のビジネスモデルを構築する際のヒントを得ることができ新たなビジネスの創出に繋がるでしょう。堺筋本町駅直結という好アクセスな立地での開催を行い平日の夜間(原則水曜日)に開講いたしますので企業勤務者が受講しやすいカリキュラムを設定しております。

b37
タイプライターテキスト
■■■■■■

b37
タイプライターテキスト
■■■■■■

b37
タイプライターテキスト
(全１０回) ５，４００円 (税込)

b37
タイプライターテキスト
※日程について、１１月２５日の　ビジネスプラン発表会のみ金曜日に　開講させていただきます。　その他、一部会場が異なります。

b37
タイプライターテキスト
■■■■■■■■■■

b37
タイプライターテキスト
■■■■■■■■■■

b37
タイプライターテキスト
■■■■■■■■■■

b37
タイプライターテキスト
■■■■■■■■■■

b37
タイプライターテキスト
第二創業を予定されている方、

b37
タイプライターテキスト
新規事業進出をお考えの方

b37
タイプライターテキスト
会場：大阪産業創造館  ５階 研修室Ｄ



受講申込書

※ご記入いただいた内容は本スクール参加者把握のために利用する他、今後のセミナー情報（関連情報含む）の提供のために利用することはございますが、第3者に公開するものではありません。
※本スクールへの反社会的勢力の入場はお断り致します。

E - m a i l

T E L

氏　　　　名
（フリガナ）

〒　　　 -

携　　　　帯

無料体験講座 希望する　・　希望しない

性　　　　別

年　　　　齢

男　　・　　女

住　　　　所

No. 開催日時 テーマ 講座概要 講師

開催日時 テーマ 内　　　容

研修カリキュラム

無料体験講座

切り離さずにこの用紙ごと FAX してください FAX：

b37
タイプライターテキスト
・第二創業に関する補助金、公的支援制度等　　・クラウドソーシングの活用・ミラサポ、専門家派遣紹介　・スクール総括・優良プラン発表・修了証書授与

b37
タイプライターテキスト
・カリキュラム全体の説明　　・ビジネスプラン作成に向けての準備、事例紹介・第二創業時の心構え・意識改革　・あの名物看板社長に聞く成功の秘訣

b37
タイプライターテキスト
・自社の経営課題、強みについて　　・新事業、新分野創出時の事業リスク・新たな事業コンセプトの設定　　　・既存の類似事業や競合他社の分析

b37
タイプライターテキスト
・社内ＩＴ導入、ＳＮＳでの販売力強化　　　・新事業における商品・サービス・新事業のターゲット設定と市場ニーズ分析　　　　　　　　　営業・販売戦略

b37
タイプライターテキスト
・ローカルベンチマーク等の活用　　・財務諸表(Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌ、Ｃ/Ｆ)の読み方・財務分析の手法　　　・資金繰りの考え方　　　・事業計画書の作り方

b37
タイプライターテキスト
・融資の活用方法（日本政策金融公庫）・クラウドファウンディング等資金調達・Ｍ＆Ａや業務提携に関する法律知識　・知的財産権（特許権、商標権等）

b37
タイプライターテキスト
・Ｍ＆Ａに関する税務・会計の知識　・非上場株式の評価方法と引き下げ対策・事業承継税制とは　・労務管理手法、就業規則整備　・人材育成計画と助成金

b37
タイプライターテキスト
・ビジネスプラン作成のポイント　　　　・リスク分析と回避策の検討・ビジネスプランのブラッシュアップ

b37
タイプライターテキスト
・外見・イメージ戦略　　　　　　・魅力的に伝えるプレゼンテーションの手法・論理的な話し方・伝え方　　　　・１分間スピーチとイメージチェック

b37
タイプライターテキスト
・ビジネスプランの発表　　　　　・異業種交流会による名刺交換等・優良ビジネスプランの審査



   

船場ビジネス創業スクール 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師写真 

 

講師紹介： 

上山 勝也 

株式会社 一門会 

代表取締役 ４代目会長兼社長 

元祖串かつ『だるま』を経営す

る名物看板社長。ソースの二度

漬けは禁止やで～！！ 

西村 貴好 

一社）日本ほめる達人協会 

理事長・創設者 / ほめる達人 

『ほめ達』とは、目の前の人やモ

ノに独自の切り口で価値を見つ

け出す『価値発見の達人』です。 

西嶋 衞司 

株式会社 サリリィエイジング 

代表取締役 / 中小企業診断士 

専門分野：経営革新、事業戦略 

の立案、遂行支援、業績向上と 

人材育成の両立経営支援など 

山本 幸子 

色彩＆イメージ戦略集団 

Team Medium Grace 代表 

専門分野：外見・イメージ戦略、

販売促進、人材育成、職場環境

の改善コンサルティングなど 

山本 健策 

山本特許法律事務所 

弁護士 / 弁理士 

専門分野：知的財産（特許権・ 

意匠権・商標権）、企業法務、 

訴訟・紛争解決など 

中井 誠 

四天王寺大学教授 

税理士 / 証券アナリスト 

専門分野：経営財務論、ファイ 

ナンス、人的資源管理論など 

栗山 貴志 

税理士法人 フィールド 

税理士 / 行政書士 / ＣＦＰ 

専門分野：税務相談・税務代理、 

資金繰り・資金調達、会計業務、 

相続、事業承継など 

板東 嘉子 

板東嘉子労務コンサルタンツ 

特定社会保険労務士 

専門分野：人事労務管理、労働 

社会保険手続き、社員研修、 

雇用関係助成金など 

中野 徹 

株式会社 パートナーズ 

代表取締役 

専門分野：ソーシャルメディア

（Facebook、Instagram）を 

活用した集客支援など 

松尾 健治 

フィグマネジメントオフィス 

中小企業診断士 

専門分野：ＩＴを活用した経営力

強化、ホームページの運用など 

小松 範行 

栄運輸工業 株式会社 

代表取締役社長 

特定非営利活動法人 

ＳＫＣ企業振興連盟協議会 

専務理事 

吉田 光博  

特定非営利活動法人 

ＳＫＣ企業振興連盟協議会  

経営相談室 室長 

船場ビジネス創業スクール 

事業統括責任者 

  その他、日本政策金融公庫大阪西支店、近畿経済産業局、独）中小企業基盤整備機構など 

【お問い合わせ】 

 特定非営利活動法人 ＳＫＣ企業振興連盟協議会（船場経済倶楽部）担当：吉田、堀内、田中 

電 話：06-6261-8000  FAX 06-6261-6539 メール：skc-soudan@skc.ne.jp 
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