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月の開催予定＞

開催場所の詳しい情報・

東大和東大和東大和東大和    

＜日時＞１月９
９：００～１６：００

会場>ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）
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開催場所の詳しい情報・
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１８日（金

１３：００～１６：００

羽村市創業支援スペース

羽村駅東口徒歩７分・駐車場あり）
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１４：００～１７：００

８Ｂｅａｔ（エイトビート）

八王子駅北口 徒歩４分）
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駅北口 徒歩５

 

多摩創業支援センターでは、創業をお考えの方
や創業後間もない方向けの相談会を

創業を考えているけど
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１３：００～１６：００ 
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★創業に関する情報★
https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/index.html
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に関する情報★
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042-389-

http://www.c-

 野野野野
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（日野市役所産業振興課） 


