七尾商工会議所 経営支援課 創業塾係
FAX0767-54-8811

平成28年度 ななお創業応援カルテット事業（産業競争力強化法に基づく認定創業支援事業計画）

が創業をお手伝い！

創業塾＋

創業相談会 &
専門家派遣 &
創業応援セミナー

この【創業塾】は、七尾商工会議所等の4団体で構成する
『ななお創業応援カルテット』
が連携して起業・創業を支
援する共同プロジェクトです。
合計12回の講座による創業のために必要な基礎知識やノウハウの習得のほか、専門家による個別の創業相談会
及び直接派遣指導も組み合わせて創業時の資金の相談、
創業後のアフターフォローまで一貫したサポートを行います。
又、
このプロジェクトは七尾商工会議所が産業競争力強化法の創業支援事業者補助金の交付を受けて実施するた
め、創業塾と専門家派遣は特定創業支援事業に位置付けられており、その受講者には特典があります。

期

間 平成28年7月16日㈯〜平成28年12月3日㈯
■基礎コース
■実践コース
■創業相談会

■専門家派遣
■創業応援セミナー

間 基礎コース・実践コース共通

会

場 七尾商工会議所 ２階 研修室

性

お

男 ・ 女

名

前
ご住所 〒

募集定員 40名

受講料5,000円（税込み）

※各コース
（全講座12回）込み

受講要件 両コース
（基礎コースと実践コース）の合計12回の受講となります。
申込方法 申込書にご記入の上、持参・FAX・郵送にて、7月11日㈪迄にお申し込みください。
お申込み・お問合せ先

七尾商工会議所 経営支援課 創業塾係 〒926-8642 七尾市三島町70番地の1
☎ 0767−54−8888
FAX 0767−54−8811
URL www.nanao-cci.or.jp/
E-mail office＠nanao-cci.or.jp

株式会社マネジメントワークス 代表取締役
中小企業診断士、社会保険労務士
経営品質セルフアセッサー､ITコーディネーター
<活動分野>経営診断･個店診断･商店街活
性化･労務相談･経営革新･社員教育等の実
行支援

現在のご職業

主催：七尾商工会議所

協力：ななお創業応援カルテット

後援：北國新聞社

＜七尾商工会議所･のと共栄信用金庫･日本政策金融公庫･七尾市＞
七尾市内連携金融機関（北國銀行･北陸銀行･興能信用金庫･能登わかば農業協同組合）

齢
歳

）

FAX

（

）

＠

①会社員（派遣社員含む） ②法人企業（経営者･役員） ③個人企業（自営業・自由業）
④パート･アルバイト ⑤専業主婦

⑥学生

⑦公務員

⑧無職

⑨その他（

）

※お申し込み時点において、
どのような受講コースの選択を予定されておりますか？
○印で囲んで下さい。
受講コースの選択予定

【基礎コース】 ①全講座（第1講〜第6講）
②選択（第1講・第2講・第3講・第4講・第5講・第6講）
【実践コース】 ①全講座（第7講〜第12講）
②選択（第7講・第8講・第9講・第10講・第11講・第12講）

Q1：ある程度明確な

①既に創業

創業計画又は事業計画を

④業種は決まっているが創業計画（事業計画）はまだ漠然としている状態

お持ちですか?

Q2：創業予定時期
Q3：創業（予定）場所

②創業間近

⑤業種が決まっていない
⑦融資を希望（
①既に創業

有

・

②半年以内

③現在計画を立案中

⑥一切未定
無

）
③１年以内

④１年半以内

①七尾市内（地域･地区:

）

⑤２年以内

⑥未定

②七尾市内（地域･地区未定）

③その他（

）

①卸･小売業
Q4：創業（予定）業種

②飲食業（

） ③建設業

⑤サービス業（
⑦宿泊業（

④製造業（

） ⑥農林水産業（
） ⑧その他（

）
）
）

①具体的な創業計画（事業計画）を作成したい

佐々木 経司（ささき けいじ）氏

株式会社迅技術経営 取締役
中小企業診断士
七尾商工会議所･各地商工会議所 商工調停士
<活動分野>経営診断･個店診断･企業再生･
ブランディング･知的資産経営･6次産業化
等の実行支援

（

E-mail
（パソコン）
：

講師プロフィール
多田 年成（ただ としなり）氏

年

-

TEL

（１つ選択）

カリキュラム 詳しいコース等カリキュラムは裏面をご覧ください。

別

ご 連 絡 先

毎回9：30〜12：30

募集対象者 創業間近な方、創業を目指している方、独立・開業を
お考えの方、創業して間もない方、創業に関心・興味
のある方等

創 業 塾 】 受講申込書

フ リ ガ ナ

基礎コース＋実践コース

7月16日㈯〜9月17日㈯
期間中土曜日6講座
10月1日㈯〜12月3日㈯
期間中土曜日6講座
7月23日㈯・8月27日㈯・9月24日㈯・10月22日㈯
11月26日㈯・12月24日㈯ 時間は６回全て10：00〜16：00
7月16日㈯〜12月16日㈮
期間中、随時受付・随時実施
10月上旬（創業事業者との交流会も同時開催）

時

ななお創業応援カルテット【

Ｑ5：創業塾に何を
期待しますか？
（複数回答可）

②創業に関する全般的な知識を得たい
③特定のテーマについて知りたい（例えば：

）

④成功事例・失敗事例をいろいろ聞きたい
⑤人脈を得たい
⑥その他（

）

※ご記入いただきました個人情報は、創業塾の運営･会議所からの情報提供等のために利用し、その他の目的には利用致しません。

●平成28年度【創業塾】
ななお創業応援カルテット事業（産業競争力強化法に基づく認定創業支援事業計画）
●

平成28年度【創業塾】
ななお創業応援カルテット事業（産業競争力強化法に基づく認定創業支援事業計画）

コース・講数・講座日時・会場
第１講

７月16日㈯
9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

第２講

基礎コース

７月30日㈯
9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

第３講

9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

８月20日㈯
9:30〜12:30

9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

第７講

10月１日㈯
9:30〜12:30

第８講

実践コース

会場：七尾商工会議所

10月22日㈯
9:30〜12:30

第９講

10月29日㈯
9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

第
10

講
第

11

講

〜創業アイディアを事業化するステップと計画の精度アップ〜

会場：七尾商工会議所

11月12日㈯
9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

11月26日㈯
9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

第
講

12

12月３日㈯
9:30〜12:30
会場：七尾商工会議所

創業とはどういうことか
創業はどのようにすすめるか
皆さんが考える創業（グループディスカッション）
創業に関する支援内容
これからの創業準備にあたって（創業応援カルテットの紹介）

専門家派遣

７月23日㈯
10:00〜16:00
会場：七尾商工会議所

〔創業までの準備とすすめ方〕
創業の心構え
創業準備内容・手順の流れ
創業事例から学ぶ

〔経営の安定に大切なこと〕

創業は事業アイディアから
経営者になるために 〜経営管理と財務の基礎知識〜
創業までの準備、創業してからの手続き
創業のための税務・法務・社会保険の基礎知識

〔創業成功は事業アイディアがポイント〕
創業アイディアを具体化するには
売上試算と達成策
営業具体策と人材育成
マーケティングに基づく事業の検証

８月27日㈯
10:00〜16:00
会場：七尾商工会議所
出張企画展示会場

〔創業計画を作成する〕

創業計画を組み立てる 〜ヒト・モノ・カネ・情報の効果的活用〜
収支計画、資金計画を考える
創業計画の課題発見と修正要点とは

〔創業計画を実現可能なプランか検証する〕

プレゼンテーション実習
事業計画の課題発見と修正の考え方
次に必要な準備と対策
ななお創業応援カルテット支援企業からの助言（質疑応答）
総括 〜これからのすすめ方と留意点〜

〔事業アイディアを実現するには〕

事業アイディアの評価
アイディアを方針（コンセプト）にする
方針設定と具体化の留意点

〔事業方針を計画にする①〕

16

12
16
９月24日㈯
10:00〜16:00
会場：七尾商工会議所

創業応援セミナー＆
創業事業者との交流会
時期：10月上旬
会場：七尾商工会議所

日㈮まで随時受付・随時実施

第６講

９月17日㈯

〔スタートアップセミナー〕〜創業準備の流れと支援内容がわかる〜

創業相談会

月

第５講

９月10日㈯

容

日㈯から

会場：七尾商工会議所

内

７月

第４講

〜創業の準備と手順から︑開業と事業安定化の要点を学ぶ〜

８月６日㈯

創 業 塾 カ リ キ ュ ラ ム

10月22日㈯

事業方針チェックの要点
事業計画の組み立て方
収支計画、資金計画

10:00〜16:00
会場：七尾商工会議所

〔事業方針を計画にする②〕

事業方針の市場競争力を検証する
収支計画・資金計画の精度向上
経営・財務・販売のチェックポイント

〔事業方針・計画のブラッシュアップ〕
事業方針ブラッシュアップのグループワーク
事業方針再構築の実習
創業諸手続きの再確認（税務・法務・労務）

〔プレゼンテーション実習・総括〕

プレゼンテーション実習
事業方針具体化の課題発見と修正
総括 〜これからの取り組みにむけて〜

〔フォローアップセミナー〕〜実現可能で、成功する計画かを総合チェックする〜

皆さんが考えた創業計画を説明してみる（グループディスカッション）
皆さんの計画の精度アップ・アドバイス（計画のブラッシュアップ）
創業から経営へ 〜経営管理の基礎知識（税務・法務・労務）〜

創業塾受講の前に是非、本セミナーにご参加を！
平成28年度ななお創業応援カルテット事業

『創業応援セミナー』
〜『学びと出会い』であなたの夢や想いを一緒にカタチにしませんか〜

◆日
時
◆場
所
◆内
容
◆セミナー講師
◆対 象 者

／
／
／
／
／

11月26日㈯
10:00〜16:00
会場：七尾商工会議所
出張企画展示会場

12月24日㈯
10:00〜16:00
会場：七尾商工会議所

平成28年６月25日（土）9：30〜11：30
七尾商工会議所 ２階 研修室（七尾市三島町70番地の1）
わかる創業！『ゼロからはじめる 成功する創業』
多田 年成 氏（株式会社 マネジメントワークス 代表取締役）
創業に関心・興味のある創業希望者、創業に関する悩み・課題をお持ちの
創業間もない方

参加無料

◆お申込み ／ この６月号に『創業応援セミナー』の折込みチラシ（別紙）がありますので、

七尾商工会議所 FAX（0767-54-8811）にてお申込み下さい。

