
こんな思いを持つ
方は、ぜひご参加

ください！
独立して起業した

いが方法が分から
ない。

経営の基礎知識を
一から学びたい。

売れる販促ノウハ
ウを習得したい。

同じ志の仲間がほ
しい。

主催 : 徳山商工会議所 令和元年度伴走型小規模事業者支援推進事業・周南市特定創業支援事業

共催：周南市創業支援等協議会（新南陽商工会議所／周南市／（株）山口銀行／（株）西京銀行／（株）日本政策金融公庫徳山支店／東山口信用金庫
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しゅうんなん創業カレッジ2019（全11回）

創業ステップアップセミナー

日　時 2019年10月8日（火）18:00～21:00

日　時 2020年1月頃開催予定 18:00～21:00

会　場 徳山商工会議所6階ホール

会　場 徳山商工会議所

定　員 20名（定員になり次第締切いたします）

定　員 30名 受講料 無料

受講料 5,500円（税込、全11回分、資料代込　初日にご持参ください）　※学生の方は無料

対　象 創業準備中の方、すぐに創業は出来ないけどいずれ創業したい意欲のある方、すでに創業しているが経営の勉強をしたい方（創業後1年未満の方）

講　師 伊藤勝彦氏、金融機関 他

内　容 中面に掲載

日　時 2019年10月17日（木）24日（木）29日（火）31日（木）
11月5日（火）12日（火）14日（木）19日（火）21日（木）
26日（火）28日（木）
18:00～21:00【10月24日（木）～11月12日（火）18:30～21:00】

これから創業・起業を目指す方を中心に、創業の心がまえから事業計画の策定・立て方について本格的に学んでいきます
（計36.5時間）。また創業を志す受講者同士の交流を通じて、創業時に大切なネットワークを広げることができます。

個人情報の取り扱いについて お申し込みの際にご提供いただいた方の情報は、当該イベントの申込受付の管理、運営上の管理に利用するほか、上記主催者・共催者が行う各種事業のご案内等
（DM及びFAX,E-mail）のために利用させていただく場合があります。予めご了承ください。

第     期生

募集 !!
7

「独立」「起業」

あなたの夢を応
援します！

受講のお問い合わせ・お申し込み方法について
受講をご希望の方は、下記内容をお電話、またはメールにてお申し込みください。

徳山商工会議所 〒745-0037 周南市栄町 2-15

徳山商工会議所　創業支援 検　索

《創業スタートアップセミナーのみ（無料）／すべて参加（5,500円）／創業ステップアップセミナーのみ（無料）》
①氏名 ②性別 ③生年月日 ④住所 ⑤TEL（携帯番号可） ⑥Eメールアドレス ⑦現在の職業 ⑧創業予定業種
⑨参加希望セミナー

担当：尾上（昇）・船井・安土 FAX:0834-32-33030834-31-3000TEL E-mail:soudan@tokuyama-cci.or.jp

申込締切日 10/4（金）

会　場 徳山商工会議所

定　員 30名

受講料 無料（交流会は実費負担予定）

対　象 どなたでも受講は可能です。※しゅうなん創業カレッジ2019（全11回）の受講者は、創業ステップアップセミナーにつきましては、セットでご予定ください。

講　師 伊藤勝彦氏

内　容 中面に掲載 ※詳細が決まり次第、ホームページ・SNS等でお知らせします。

主任講師

伊藤勝彦氏

シンプルシステム㈱代表取締役
（中小企業診断士・情報処理技術者）

　中小企業診断士として自らの会社経営に加え、業種の異なる
3つの会社の取締役を兼務し、会社設立・資金調達・マーケティ
ング・IT・労務法務財務管理など実務を担っている。実務経験
に基づいたノウハウ還元型の経営コンサルティングが特徴で
あり、企業のマネジメント支援は実践的である。
　また、シェアリングエコノミー型のインターネットビジネス
やフランチャイズビジネスなど新規事業立ち上げ支援や、IoT
を活用したITコンサルティングも得意としている。創業支援、
補助金活用などの実績も多い。

創業ステップア
ップセミナーしゅうなん創業

カレッジ2019



創業スタートアップセミナー しゅうなん創業カレッジ2019（全11回）

創業ステップアップセミナー

※欠席された回については、個別相談等でフォローいたしますので、ご安心ください。

夢かなえる第一歩！

会社を起こしたい、お店を開きたいと漠然と考えている方や、何から始めてよい
のかわからない方に、創業に関する基本的な知識を学んでいただきます。
更に、地域で活躍中の創業者のお話を聞くこともでき、はじめの第一歩を踏み出
す絶好の機会です。

徳山商工会議所での創業支援やしゅうなん創業カレッジを受講され、創業されて
いる2名の方からお話を聞くことができます。
生の経験談はきっと参考になることと思います。この機会をお見逃しなく！

受講者の声

①
②
③

④

齊藤 寛和 さん
node（ノード）
ウェブデザイン・ウェブシステム構築・アプリ開
発など中心に、デジタルアトラクション開発や
プログラミング教育などに携わっています。
具体的な達成目標と数値を掲げることでより
現実的な起業プランを描き、目標までの距離
を正確につかむことで、今何に集中するべき
か見定めることができるようになりました。
※しゅうなん創業カレッジ2014受講者

①
②
③

④

藤森 大輔 さん
おそうじ本舗周南久米店
ハウスクリーニング全般（エアコン洗浄・レンジ
フード・浴室など）
清掃業での創業の準備中にタイミングよく創
業カレッジの開催を知り、受講しました。創業
後も商工会議所に伺い、講師や同期生、商工
会議所の方にお世話になっています。
※しゅうなん創業カレッジ2016受講者

①
②
③

④

沖本 道代 さん
Re:conne DESIGN（リコネデザイン）
名刺・ロゴマークからホームページ制作まで、
幅広くデザインをしています。
いずれは独立したいと思い創業カレッジを
受講。具体的な計算方法を教えていただき
漠然とした不安が解消されました。独立後も
同期の皆さんや先生・商工会議所の方と交流
が続いていて心強いです。
※しゅうなん創業カレッジ2018受講者

①
②
③
④

藤本 香織 さん
konohanaya～コノハナヤ～
新鮮＆可愛い花揃えの花屋
独立を控え、開業に必要な知識を学ぶために
受講しました。分かりやすく教えてくださり、
大いに勉強になりました。
※しゅうなん創業カレッジ2018受講者

① 氏名
② 事業名
③ 事業概要
④ メッセージ

１.受講中～受講後も徳山商工会議所で中小企業診断士・税理士・弁護士等に相談できます。（専門家派遣等利用可）

２.周南市特定創業支援事業のため、８割以上受講され、創業された方には特典が受けられます。（詳細はお問い合わせください）

３.受講生同士の交流は創業後の財産！支援機関を含め、人的ネットワークが築けます。

受
講
特
典

挑む気持ちがあるからこその期待と不安。
 私たちはあなたの創業の思いを応援します！

日　時 2019年10月8日（火） 18:00～21:00
会　場 徳山商工会議所 6階ホール
定　員 30名（定員になりしだい締切いたします）
受講料 無料
講　師 伊藤勝彦 氏

創業スタートアップセミナー カリキュラム

創業ストーリー＆講師・先輩とのディスカッション

藤森大輔さん 2016年10月 創業【周南市】
おそうじ本舗周南久米店 代表　ハウスクリーニング

1

沖本道代さん 2018年11月 創業【周南市】
Re:conne DESIGN 代表　デザイン

2

テーマ
内　容

創業に必要な基礎知識ー心構え・環境ー
成功する事業への道筋
創業の心構え、なぜ創業するのか？
創業の成功確率、経営環境の今と今後
創業に必要な手続き（営業許可・開業届他）
創業ストーリー１・2（下記参照）

10月17日（木）18:00～21:001回目

テーマ
内　容 創業の心構え、経営者と労働者の違い、理想的な生活に必要な売上高、創業の動機

経営戦略①2h・交流会1h

10月24日（木）18:30～21:002回目

テーマ
内　容 自己分析（強みと弱み）、環境分析（機会と脅威）、顧客は誰か？、

顧客が持つ欲求と課題

経営戦略②

10月29日（火）18:30～21:003回目

テーマ
内　容 商品開発と商品力、価格設定の考え方、

ポジショニング（競合分析）とブランディング

マーケティング戦略①

10月31日（木）18:30～21:004回目

テーマ
内　容 集客と顧客管理、インターネット販売促進手法、IT活用による労働生産性の向上、

マーケティングプラン

マーケティング戦略②

11月5日（火）18:30～21:005回目

テーマ
内　容 財務会計・税務申告の基本、設備資金と運転資金、資金調達方法、

ファイナンスの基本（将来への備え）

数値計画①

11月14日（木）18:00～21:007回目

テーマ

内　容 創業を支援する機関による情報提供（90分）
ワークシート見直し、個別指導（90分）

創業計画策定・個別指導①1.5h
情報提供1.5h（金融機関・事業引継支援センター・商工会議所・よろず支援拠点など）

11月19日（火）18:00～21:008回目

テーマ
内　容 創業計画書作成作業、個別指導

創業計画策定・個別指導②

11月21日（木）18:00～21:009回目

テーマ
内　容 創業計画書作成作業、個別指導

創業計画策定・個別指導③

11月26日（火）18:00～21:0010回目

テーマ
内　容 創業計画書作成作業、個別指導、発表準備

創業計画策定・個別指導④

11月28日（木）18:00～21:0011回目

テーマ
内　容 「私の創業計画書」発表会、評価・総評

創業計画書発表会

11月12日（火）18:30～21:006回目

テーマ
内　容 売上高・利益目標の決め方、売上高UP対策、資金繰り計画シミュレーション、

労働法

数値計画②

2020年1月頃 開催予定

①18:00～18:50
『創業して10年生き残るために必要なこと』
～「趣味の延長」から『ビジネス」として成功させるために～
伊藤勝彦氏
②19:00～20:00
創業者による講話 又は 支援機関による情報提供 ※詳細が決まり次第、ホームページ・SNS等でお知らせします。

※詳細が決まり次第、ホームページ・SNS等でお知らせします。

③交流会20:00～21:00
参加者同士の交流会です。（希望者のみ）
異業種の方々と交流し、人脈作りにもお役立てください。
軽食を準備しております。名刺をお持ちの方はご持参ください。

内　容
（予定）

過去の


