
創業に必要な知識 /融資・助成金の活用
創業後の集客法など

オンライン開催

［申込み］お申込みは必ず【電話】でお願いします

TEL 受付時間
平日   9:00
から 17:00 まで759-5600

公益財団法人 相模原市産業振興財団
TEL : 
042-

創業・経営相談会

令和４年度 特定創業支援事業令和４年度 特定創業支援事業

[特典 1 ] 交流会の開催！
創業を目指すには、知識や情報が大切ですが、
仲間の存在もそれ以上に大切かもしれません。
各セミナー終了後、30 分程度の交流会を設けます。
お時間が許す限り、積極的に参加してください。

[特典 2 ] 状況整理に最適な簡易版
事業計画書フォーマット！

自身の創業状況を整理するのに最適な簡易版事業
計画書フォーマットを準備しています。各セミナーでは、
事業計画書の書き方もレクチャーします。

[特典 3 ] 充実の講義資料！

各回とも、創業後も見直していただ
けるように、講義に合わせて充実し
た資料を用意しています。

相模原市内で創業・起業を目指して頑張る方を応援します！
テーマ別集中講座で、数多くの「そうだったんだ！」を。

全てのカリキュラムは
メイン講師
＆サブ講師体制

毎回、メイン講師に加え、質問対応やグループワークに対応するための
サブ講師（中小企業診断士などの専門家）が参加します。創業に必要
な経営戦略、分析、販路開拓、財務、ITなどの知識を総合的に習得す
ることが可能です。

■TEL :  042-759-5600   ■Email :  soho@ssz.or.jp
■H P :  https://soho.ssz.or.jp/archives/7061

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 相模原商工会館 本館 4階

※原則として相模原市内在住・在勤・在学の方、または、相模原市内での創業をお
考えの方にご利用いただけます。※開業済みの士業者およびコンサルタントの方は
ご遠慮ください。

HPの申込みフォームまたは
TELでお申込み下さい

相模原市内で

創業・起業を

目指して頑張る方を

応援します！

いつでも
「創業できる」
自分になる

この創業セミナーは、「相模原市創業支援事業計画」に基づき実施しています。計画の実績や達成度を確認するため、
個人情報の一部を相模原市に提供します。相模原市から許可なく外部に提供することはありません。

事前申込制創業オンラインセミナー
いつでも創業できる自分になる

ご利用の流れ
https://soho.ssz.or.jp/archives/7061右記サイトのお申込みフォームから、ご希望のセミナーを選択してお申込みください。【1】

※必ず振込締切日までにお振込みをお願いいたします。    ※振込手数料は受講者様ご負担となります。　※請求書・領収書の発行は行っておりません。  銀行振込明細書を領収書代わりとさせていただきます。
※受講料のご入金確認をもって参加確定といたします。    ※ご入金後のキャンセルに伴うご返金には応じかねますので予めご了承ください。

「創業実践セミナー」「創業ピンポイントセミナー」にお申込みいただいた方のみお申込みいただいた後に、受講料の
ご請求をメールにて送信させていただきます。受講料は「事前振込制」とさせていただきます。

【2】

参加確定の旨をメールにて通知させていただきます。 本メールでの通知を持ちまして参加確定となります。【3】

Zoomの招待URL・セミナー資料をメールにて送信させていただきます。セミナー前日までにメールにてお送りいたします。【4】

お申込みいただいたセミナーの日時になりましたら、事前にお知らせいたしましたZoomの招待URLをクリックしてください。【5】

セミナーが始まるまでお待ちください。【6】

「いまいちわからない…」から「なるほど、そうだったんだ！」へ。
創業にまつわる各テーマについて、わかりやすさに定評があるプロフェッショナル講師が担当します。

セミナー満足度 96％の評価を頂いております。創業をお考えの方は是非ご参加ください。
（※) 令和３年度創業セミナー実績「とても良かった」「良かった」と答えた人の割合

※

総合アミューズメント企業にて店舗マネージャー、外食企業にてスマート
フォン・モバイル・ソーシャル活用戦略業務等を経て、経営コンサルタ
ントとして独立。Web・SNS を活用した販売促進・ICT ツール活用に
よる生産性向上などを中心とした支援や、創業・Web 活用等に焦点を
当てたセミナーにも多数登壇している。

伊藤 壮平
（いとう　そうへい）

「ITで貴社のビジネスに豊穣をもたらす」

相模原市産業振興財団創業相談員。経営コンサルタント。中小企
業診断士・MBA（経営管理修士） 。大手楽器店にて、販売員・店長・
マネージャーに従事した後独立。新人賞・月間売上全国 1 位等受賞
暦多数。小売業の現場で培ったノウハウを有しており、現場に即し
た実務家を育成している。

内田 聡
（うちだ さとし） 

「販売員・店長からの企業発展」

㈱にぎわい研究所代表取締役、中小企業診断士。大手システムインテグレータでＩＴ
コンサルタントとして活躍後、独立。得意分野はお金をかけないwebマーケティング。
ホームページやネットショップの改善により、売上アップの支援を多数実施している。
主な著書に「ゼロからはじめる 売上アップのためのネット活用 」（翔泳社）がある。 

村上 知也
（むらかみ ともや）　

「中小企業のための ITアドバイザー！」

相模原市産業振興財団創業相談員。中小企業診断士。経営管理修士
（MBA）。外資系大手飲食チェーンの日本法人で 10 年以上に渡り店
長を歴任した後、コンサルタントとして独立。同チェーンで培った
ノウハウを活かして、小売業の店長支援などに取り組む。

中島 文平
（なかじま ぶんぺい）

「小売りから飲食まで裏側を知るサービスの達人！」

ウィンテグラル㈱代表取締役。中小企業診断士。日本の創業率や創業後の生
存率を向上するため、創業動画メディア運営や PR 等の動画制作事業、動画
制作スキルシェアを展開すると共に、日本のものづくり産業の活性化に貢献
すべく、ハードウェアスタートアップの環境整備にも取り組んでいる。

髙橋 規尊
（たかはし のりたか）

「創業者の道創りに貢献する創業マイスター！」

大学を卒業後、税理士として小規模事務所から大手税理士法人まで 3
か所の会計事務所に勤務して税理士実務を経験。その後、2016 年に千
葉県市川市において独立開業し、小規模事業者の創業支援やファミリー
ビジネスの事業承継支援を中心にした活動を行っている。    

谷岡 俊輔
（たにおか しゅんすけ）　

「親しみやすさナンバーワン税理士！」

株式会社コンセライズ代表取締役、法政大学大学院イノベーション・
マネジメント研究科兼任講師、MBA（経営管理修士）、中小企業診断
士向けの法定研修（理論政策更新研修）講師。神奈川大学国際経営学
科客員研究員。

岩瀬 敦智
（いわせ あつとも） 

「売れるツボを押す売場鍼灸師」

PR コンサルタント。広告代理店、外資系医療機器などのメーカー
にて、広報、プロモーションコンサルティング、海外事業開発などに
従事したのち、独立。小規模事業者や創業者が抱える販売促進の課題と
ニーズを的確に捉え、実情に即した PR 戦略支援を行っている。

小室 梨佳
（こむろ りか）

「課題とニーズをアピールに変えるPR戦略家！」

創業
オンライン
セミナー

詳 し く は コ チ ラ  https://soho.ssz.or.jp/kigyoukatamago
（個別面談付き）

さがみはら女性起業家のたまご

応援セミナー 2022 オンライン

7 月 開 催 ！  

女性起業家を全力応援する全 6 日間のオンラインセミナー

不安を
自信に変

える!主催：

運営：



創業入門セミナー

セミナーの終了時刻は交流会を含めた表示になっております

※セミナー終了後に、30分程度の交流会を設けます
 （参加任意）

［参加費］
無料

創業ピンポイントセミナー
セミナー終了後の交流会はありません※

［参加費］
1,000円
(1回）

※同じ内容のため、いずれかの日程をお選びください

創業実践セミナーシリーズ

単回受講も可能ですが、創業に必須の知識を身に付ける
ために、6回全て受講されることをお勧めします。

※
※

各セミナーの終了時刻は交流会を含めた表示になっております

各回ともセミナー終了後に、30分程度の交流会を設けます
（参加任意）

※

[特定創業支援事業]

［参加費］
3,000円
(6回セット）

当セミナーは、今あなたが抱えている創業への漠然とした想いを整理し、あなたの「本質」に触れることにより、実現
可能な創業や成長する経営のヒントを提供します。とことん自分と向き合い、創業の不安を自信に変える実践型のセミナーです。

独立・創業に向けて不安を自信に変えるために 4つのシリーズで創業の準備を行います

・放課後等デイサービス事業
・整骨院
・税理士事務所
・葬送コーディネートサービス事業
・中国食品販売店
・行政書士事務所
・コーヒー専門店
・オーダーメイドケーキと焼菓子店

・アウトドア用品と木工品の専門店
・キャリアコンサルティング会社
・障がい者向け婚活事業
・コテージ運営事業
・カフェテリア
・医学研究コンサルティング会社

etc...

セミナー受講後に創業された方々の業種（一例）

創業入門セミナー
（3.5時間×1回） 

事業を始めるにあたって知っておくべ
き基礎的な知識を、初歩的なところか
らわかりやすく解説します。

「創業入門セミナー」の内容からさら
に踏み込んで、創業時のポイントを
しっかり学びます。

創業実践セミナー
（3.5時間×6回） 

知って得する専門性の高い分野に絞り
込んで解説します。必要性や興味から、
講座を選んでご参加できます。

創業ピンポイントセミナー
(3.5時間×2テーマ)

創業に関する、皆様それぞれの事情に
合わせた個別のご質問に、相談実績豊
かな専門家が１対１でお答えします。
※裏面をご覧ください

創業相談会
（1コマ1時間・毎月開催・1日4コマ）

事業計画の
導入についての
ポイントが
理解できた

商品の価値を
分解するという
視点がわかり
やすかった

SNSを使った
集客について

知ることができた

受講者からこんな声がありました！

事業の継続のため
に現実的な資金
計画を立てる
道筋がわかった

なぜ相手に
伝える力が

必要なのかを知る
ことができた

令和4年度 開催スケジュール 各回定員20名 ZOOMによるオンライン受講となります。  ※申込方法や参加費の支払い方法などは裏面をご覧ください

事前申込制

毎回充実した
内容のセミナー

だった。学んだことを
活かして頑張ります！

シリーズ名 開催日時 セミナータイトル セミナー概要講師

13:30～
 17:00

【個人事業主向け】創業後に必要な会計や確定申告の基礎知識。開業時に行う青色申告の
手続きから、会計の基本的な考え方、帳簿のつけ方、確定申告の手順や注意点まで、一連
の流れを分かりやすく解説します。

会計と確定申告入門セミナー11 月 26 日 (土) 谷岡

13:30～
 17:00

お金がかからない集客手段として注目を集めているYouTubeの動画宣伝。普段お使いのスマホ
（iPhone/Android）を使ってYouTubeを有効活用する方法を、事例も交えて分かりやすく紹
介します。他とは一味ちがう集客方法に興味のある方必見です。

動画制作セミナー12 月 1 日 (木) 伊藤

13:30～
 17:00

セミナーで学んだ内容を基に事業への想いや商材の強みなどを、魅力的に伝えられるよう
になりましょう。自信を持って創業するための「創業実践セミナーシリーズ」最終回
です。

創業前の最終チェック！

相手に響く自社 PR セミナー11 月 10 日 (木) 中島

13:30～
 17:00

事業を進める
販売・人材育成セミナー

事業を前進させるためには、お客様と出会う場を見つける必要があります。販路開拓や営業
活動のポイントも交えた販売方法について分かりやすく解説します。また、優秀な人財の採
用や育成方法も学び、持続可能な事業の基盤をつくりましょう。

11 月 3 日(木・祝) 中島

13:30～
 17:00

避けては通れないお金の話

財務計画セミナー
創業だけでなく、健全な経営を続けるための道しるべになる資金計画や、未来を見据えて、
いくら売り上げて、コストをかけるのかを考える損益計画などを学び、将来を見据えた経営の
シナリオを作りましょう。

10 月 27 日 (木) 髙橋

13:30～
 17:00

オンライン集客術
ホームページと
SNS 活用セミナー

事業が成長できるかのカギを握るのは、創業時の販売促進。商品やサービスの良さを上手に
伝えるためのコツを学びましょう。チラシやホームページ作りのポイントや、SNSのスマート
な活用方法なども丁寧に解説します。

10 月 20 日 (木) 村上

13:30～
 17:00

事業の提供方法やプロモーションなどについて分かりやすく解説します。事業の計画が「絵に
描いた餅」にならないよう、実現可能なレベルまで掘り下げたプランを作りましょう。

顧客をつかむ
プロモーションセミナー10 月 13 日 (木) 村上

13:30～
 17:00

経営戦略やマーケティング・資金計画など、経営に必要な知識を習得しましょう。初回は、
創業の動機・経歴・事業の内容、お客様像について考えます。

事業立ち上げ、初めの一歩

経営・マーケティングの
基本セミナー

10 月 6 日 (木) 村上

13:30～
 17:00

資金調達と補助金・
助成金のポイントセミナー

事業の種類や規模によって必要となる資金調達。資金調達の方法や注意点に加え、個人事業
主や中小企業が活用できる補助金・助成金制度なども詳しく解説します。8 月 27 日 (土) 内田

13:30～
 17:009 月 8 日 (木)

6 月 4 日 (土)
事業の始め方セミナー

創業はゴールではなくスタート。事業を軌道に乗せ、継続することは決して簡単ではありま
せん。創業に必要な基礎知識や起業家としての心構え、創業のステップ、また創業の際に気
を付けるべきポイントなどを解説します。

中島・内田

※創業実践セミナーは産業競争力強化法に基づき、認定を受けて実施する相模原市の特定創業支援事業です。 一定の要件を満たした場合、登録免許税の軽減措置等の支援が受けられます。詳しくは相模原市のホームページをご確認ください。


