令和２年度

第17期

さいたま創業塾
～
「With コロナ時代」
のビジネスプランを学ぶ！～

人気の講師陣が分かりやすく、創業を目指すあなたを後押しする６日間です。

【開催日程】令和２年

10月17日・24日・31日
11月 ７日・14日・21日（全６回）
※各土曜日 ９：45～16：30（昼休み60分）

（大宮駅西口徒歩３分）

【募集人数】20名（先着順）
【受 講 料】6,000円（消費税込）

注 意！
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【初回会場】大宮ソニックシティビル８階

新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、オンライン講座に変更にな
る場合がございます。その場合は時間短縮となりカリキュラムを変更（時
間短縮、予習、復習の増など）させていただきますので予めご了承ください。

講 師（各分野の専門家が教えます！）

≪マーケティング・営業≫ 経営者として実体験に基づく講演・支援が人気

上岡 実弥子 氏

株式会社キャラウィット
代表取締役・中小企業診断士

経営者としての実体験を重ねながら幅広いクライアン
トにコンサルティング、講演、調査事業を行っている。
歯切れの良いトーク、場を盛り上げるグループワーク・
ファシリテーションに高い評価があり、全国から講演・
研修依頼が多数寄せられている。

≪ビジネスプラン≫ 資金調達・創業計画書作成等 起業支援のスペシャリスト

上野 光夫 氏

株式会社MMコンサルティング
代表取締役・中小企業診断士

＜起業・中小企業支援等実績＞
・これまで5,000名以上の起業家の支援を行う（創業融資
に関する創業計画書作成、個別支援）
・「DREAM

GATE」アドバイザーランキング「資金調達
部門」８年連続第１位
・中小企業の資金調達についてコンサルティング実績多数
・補 助金（創業補助金・ものづくり補助金など）申請支
援多数

≪WEBマーケティング≫ WEB・SNS活用のスペシャリスト

今井 房子 氏

株式会社コミュニティネット
代表取締役

＜登壇実績＞
・創業ベンチャー支援センター埼玉「起業に活かそう！初
心者でもやさしく学べるWebマーケティング」
・さいたま市産業創造財団「子育てと起業について」
・さいたま市「知らないと損！集客テクニック講座」
『動画を
つかって、集客・販売にむすびつける（動画編）
『
』今度こ
そ使いこなそうSNS！インスタグラム（SNS編）
』等多数
＜活動領域＞
・ホームページ制作＆ソーシャルメディア活用・コミュニケー
ションツールの開発
・トータルITスクール運営

≪開業手続き≫ 起業支援・法人設立・許認可・補助金のスペシャリスト

篠﨑 亮平 氏

行政書士・個人情報保護士

＜起業支援実績＞
・創業・ベンチャー支援センター埼玉において年間2,000
件超の企業相談を受ける
・センターが運営するワーキングスペース・インキュベー
ション施設「女性起業支援ルームCOCOオフィス」の
運営管理を担当。起業前・起業直後の利用者の個別相
談や面談、イベント開催等の支援に従事

≪税務・社会保険≫ 埼玉で９年間・延べ 2,600人の創業支援実績保有

望月 由美子 氏

株式会社望月経営会計
代表取締役
税理士・行政書士・経済産業省認
定支援機関、経営コンサルタント、
キャッシュフローコーチ

＜モットー＞
経営会計。それは「経営者の判断を助ける会計」のこと。
経理の集計結果は過去のものですが、経営のヒント、将
来のヒントが詰まった大切な数字です。会計は経営に活
かした時に、その真価を発揮します。そこに本当の価値
がある。この想いをもって、経営者に数字を報告してい
くことが、私たちの使命です。

ゲスト起業家①

ゲスト起業家②

With コロナ時代
受注増のビジネスモデルを紹介

IoT活用・開発事例をコロナに
直面した起業体験とともに紹介

株式会社チェリービー
代表取締役

ビーバーワークス株式会社
代表取締役

山口 正人 氏

土屋 幸雄 氏

【カリキュラム】

特徴：各回を通じ、ビジネスプラン（事業計画）作成に必要な知識を学べる
Withコロナ時代のビジネスモデルを学ぶ
方法：講義、テスト、ワークシート記入等、個人ワークが中心。感染症防止・安全確保を第一に進行
時間：午前の部 ９:45～12:30／午後の部 13:30～16:30

カリキュラム〈全6日間〉

○Withコロナ時代勝ち残る起業のヒントが起業家体験談とともに学べます
○「事業計画」
「WEB ・SNS活用」
「資金調達」
「税務・社会保険」等が専門的に学べます
日程・場所

内容
9:45～
12:30

10月17日

創業の心構え
Withコロナ時代

❶ ソニックシティ 13:30～ の創業
８０９

15:00

―ゲスト起業家
紹介①

実弥子

株式会社チェリービー
代表取締役

山口

正人

株式会社キャラウィット
代表取締役・中小企業診断士

9:45～
12:30

株式会社キャラウィット
●マーケットリサーチ
代表取締役・中小企業診断士
●ビジネスモデルの構築
●事業領域の設定「だれに」
「なにを」
「どのように」 上岡 実弥子

9:45～
10月31日 12:30

❸ ソニックシティ

11月14日
❺ ソニックシティ
８０８

上岡

●自分の経験・知識・資格をたな卸し
●「強み」をビジネスに活かす

16:30

11月7日
❹ ソニックシティ
８０８

●独立・起業のきっかけ
●事業を軌道にのせるまで
●さいたま商工会議所・地域人脈活用の方法
●コロナ時代に勝ち残る事業とは

株式会社キャラウィット
代表取締役・中小企業診断士

15:00～ 「強みを活かす」
16:30 起業のし方
事業領域の設定

10月24日
❷ ソニックシティ
IoTでビジネス
８０９
13:30～ チャンス

８０９

●受講者自己紹介
●埼玉県・さいたま市の創業事例～成功例／失敗例
●創業の心構え
●創業までのステップ

講師

―ゲスト起業家
紹介②

マーケティング／
リアル営業の手法

13:30～ 開業までの
16:30 諸手続き
9:45～
12:30

成功起業家が活
用する
補助金・助成金・
融資

13:30～ W E B ・ S N S 活
16:30 用とSEO対策

9:45～
12:30

ビジネスプラン
作成①

実務の基礎を知る
13:30～
～経理・税金・
16:30
社会保険

11月21日
9:45～ ビジネスプラン
❻ ソニックシティ 16:30 作成②
７０２

●Withコロナ時代－ITを活用した起業方法
●キャッシュレス決済の基礎知識
●新規市場を開拓するIoT：
創業事例（3密・熱中症防止事例）
●マーケティングミックス
商品・サービス構成・価格設定の方法・販路（チャネル）の構築
●創業時の営業・販売
お客様の獲得方法・営業の流れ・
「価値」を作る
●開業までの手続き
●個人事業と法人事業の違い、様々な法人形態
●主な許認可
●「勝ち残る起業家」のポイント
●資金調達の種類と活用方法－補助金・助成金・
資金調達
●金融機関はここを見る！融資を引き出すコツ
●WEB活用で成功した起業事例
●SNSの選択と活用
●YouTubeチャンネルの作成と運営
●SEO対策
●ビジネスプラン（事業計画書）とは
ビジネスプランの要素・良いプラン／良くないプラン
数値計画の立て方「開業時資金計画」
「損益計画」
〈１〉
●創業者の経理業務
●税金の基礎知識・手続き
法人税、所得税、消費税、事業税、住民税
●保険・年金の基礎知識・手続き
労災保険、雇用保険、健康保険、年金
●数値計画の立て方「開業時資金計画」
「損益計画」
〈２〉
●自分自身のビジネスプラン作成
●損益分岐点売上高の算出
●プラン発表

上岡

実弥子

株式会社コミュニティネット
代表取締役 今井 房子
ビーバーワークス株式会社
代表取締役 土屋 幸雄
株式会社キャラウィット
代表取締役・中小企業診断士

上岡

実弥子

特定行政書士・個人情報保護士

篠﨑

亮平

株式会社MMコンサルティング
代表取締役・中小企業診断士

上野

光夫

株式会社コミュニティネット
代表取締役

今井

房子

株式会社MMコンサルティング
代表取締役・中小企業診断士

上野

光夫

株式会社望月経営会計
代表取締役／税理士

望月

由美子

株式会社MMコンサルティング
代表取締役・中小企業診断士

上野

光夫

募集要項
【対 象 者】 ・原則、さいたま市で「創業（自分ひとりで個人事業を始めたい）」を目指す方、
はじめて間もない方。創業準備の前にまずは勉強したい方もOKです。
・創業準備中の方はもちろん、勤務中の方、子育てや家事で仕事を離れて
いる方も大歓迎です。
・全日程参加できる意欲のある方。
・インターネット環境があり、メール等のやりとりができる方。
※研修事業者・コンサル等の方はご遠慮ください。

員】 ２０名（先着順）

【定

【受 講 料】 ６，
０００円（消費税込）
【申込方法】 別紙「受講申込書」に必要事項をご記入の上、FAX・メール・郵送にて事
務局までお申込み下さい。受講料は受講日初日（10/17）に現金でお支払い
下さい。
 お支払いいただいた受講料については、いかなる場合でも返金することはで
きません のでご了承ください。
また、オンラインでの講座になった場合は、別途ご連絡いたします。その場
合も受講料は返金致しません。
主

催

共

催

後

援

さいたま商工会議所 埼玉県信用保証協会
埼玉県男女共同参画推進センター
（公財）埼玉県産業振興公社
（公財）さいたま市産業創造財団
（株）日本政策金融公庫 さいたま支店・浦和支店 （創業・ベンチャー支援センター埼玉）

国道

丸井

号線
アルシェ

鐘塚公園

ビック
カメラ

Q
A

 回のうち、出席できない回があるのですが受講
６
可能でしょうか？
全 ての回にご出席いただけることを前提にカリ
キュラムを作成していますが、ご都合のつく回の
みご出席いただくことも可能です。ただし、その
場合もご返金は致しかねます。

Q 受講に必要なものはありますか？
A 通
 常は、筆記用具や電卓ですが、コロナ感染症拡
大防止のため急遽オンライン講座に変更になる場
合がございますので、インターネット環境をご準
備頂けますようお願いいたします。

１７

武蔵野
銀行

東武野田線

ＪＲ

大宮ソニック
シティビル

よくあるご質問

大宮駅

会場ご案内
大宮ソニックシティビル会議室

そごう

（さいたま市大宮区桜木町1－7－5）
・JR・東武野田線「大宮駅」下車
デッキにて直結。徒歩３分

西口歩行者

お問い合わせ

さいたま商工会議所

まちづくり支援課
担当：中村

さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル８階

電話：048-641-0084

FAX：048-643-2720

E-Mail：matidukuri@saitamacci.or.jp

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトの推進を応援します！ ※本事業は産業競争力強化法の特定創業支援事業に位置付けられています。

さいたま商工会議所 まちづくり支援課行 ： 【FAX】048-643-2720
【E‐Mail】matidukuri@saitamacci.or.jp
令和２年度

第１７期 さいたま創業塾受講申込書

ふりがな
生年月日 S ・ H

受講者氏名
（〒

年

月

日（

歳）

）

ご住所

連絡先
FAX

連絡先電話
※添付ファイルを受けられるもの
連絡可能な
E-mail

現在の職業
（○をしてください）

創業準備状況
（○をしてください）

①会社員（派遣社員、公務員等含む）
③専業主婦

開業届を

④学生

②経営者・役員、自由業、自営業

⑤パート・アルバイト等

①提出している

いつごろまでに（例：2021年1月までに）
※未定の方は「未定」とご記入ください

⑥無職

②提出していない
どういった内容で（例：ネイルサロン、飲食店）

創業希望
業
種

下記のことをご確認・ご了解の上、□にレ点をお願いします。下記全てにチェックがない場合、お申込みを受け付けら
れないことがあります。
□創業塾内・終了後にアンケートのご協力をお願いします。
□申込み後、担当からお電話、もしくはメールにてご連絡をいたします。
□お申込みいただいた方は、持ち物、講義の詳細などを記載した案内書類をご郵送、もしくはメールにてお送りします。
□コロナ対策のため、オンライン講座に変更になる場合があります。
□ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、参加者の実態調査・分析のために
利用することがあります。
□募集要項や、よくあるご質問を確認しました。

【お問い合わせ】
さいたま商工会議所 まちづくり支援課
住所：さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階

TEL：048-641-0084／FAX：048-643-2720
E-mail：matidukuri@saitamacci.or.jp

