
受講特典

参加費：■オフライン形式 5,500円（税込） ●オンライン形式 5,000円（税込）
※初回は終了後に懇親会有

尼崎商工会議所 会議室（尼崎市昭和通3-96）※阪神尼崎駅より徒歩３分場 　 所

●問い合わせ

裏面申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくは郵送でお送りいただくか、
尼崎商工会議所ホームページ（http://www.amacci.or.jp）よりお申込み下さい。
後日、事務局より、受付確認書をお送りさせていただきます。

申込方法

主 　 催 尼崎商工会議所・尼崎市・兵庫県商工会議所連合会
後 　 援 尼崎信用金庫・㈱日本政策金融公庫尼崎支店

創業に関心のある方、創業後間もない方（概ね５年以内）、後継者や第２創業対 象 者

全５回 【10：00～17：00】

令和2年

中小企業診断士　岡田　明穂 氏　　中小企業診断士　伏見　明浩 氏　　
中小企業診断士　大西眞由美 氏 ※ゲスト講師有

担当講師
一般社団法人　関西dラボ

尼崎商工会議所 産業部 経営支援グループ
〒660-0881兵庫県尼崎市昭和通３－９６ 尼崎商工会議所ホームページ

TEL 06－6411－2254　FAX 06－6413－1156 https://www.amacci.or.jp

アクセスマップ （阪神尼崎駅より徒歩３分）
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特定創業支援事業です。
本スクールは尼崎市の創業支援事業
計画に基づく特定創業支援事業に位
置づけられており本スクールを受講
（５回中４回以上の出席）、尼崎市から
証明書を受けて創業する場合、尼崎市
内での法人設立時の登録免許税の減
免や創業関連保証の特例などの支援
制度を活用できます。

24・31（土）10/ 7・14・28（土）11/

（5日間分。受講料5,000円。オフライン形式は初日懇親会費500円を含む。）

参加の
メリット

ビジネスを「創る」ための
確かな「プロセス」を

身につけることができます

「未来に向け前進した！」
という確かな手ごたえを
感じることができます

一緒に夢に向かって
歩んでいく

「仲間」ができます

実施中、終了後の
専門家による

サポート体制が万全です

創業融資・
創業補助金などの

申請にも対応しています

カリキュラムの特徴

●ビジネスを創るための世界的
標準ツール「ビジネスモデル
キャンバス」、政府提唱の「経
営デザインシート」など最新
ツール・メソッドを活用

●グループワークを通して、
　同じ起業を目指す仲間作り
が出来ます

●担当講師は、創業・新事業  
企画分野に強い、経験豊富な
中小企業診断士が担当

●受講後も、各種支援策を 
通じてしっかり応援！

こんな方におすすめです

「社会の役に立ちたい！起業し
たい！」方は、どのステージの
方も歓迎！今より確実に前進し
ていただける創業塾です。

●どんなビジネスをするか
　ある程度かたまっている方

●なにをするか、なんとなく考
えているけど、まだ漠然として
いる方

●将来、起業も検討していて、
今のうちに学んでおきたい方

●創業間もない経営者の方
　（概ね５年以内）

●新規事業を検討中の経営者、
後継者の方

あなたはオンライン参加派？ それともオフライン参加派？

ビジネスを “創る”
起業家のための
創業塾2020

～あなただからこそのビジネスを創りましょう～

令和2年度地域活力増進事業

定　員

16名
オフライン
形式

16名
オンライン
形式

オンライン（ZOOM）での参加・オフライン（会場）での参加、それぞれにメリットがあります。

先着順です！
今すぐお申し込みを！

今、様々な社会変革が加速、これまでとは非連続な未来が圧倒的スピードで迫ってきています。
それはまた、起業家がその起業家精神を発揮して、果敢にチャレンジできるチャンスの到来をも
意味します。この創業塾は、ビジネスモデルキャンパスや経営デザインシート（政府提唱）など、最
新のイノベーションツールを活用した実践的プログラムで、あなたらしい「未来創り」を強力に応
援する創業塾です。修了後も、尼崎商工会議所がしっかりバックアップします！

アフターコロナ
の時代に

※詳細については、
　裏面をご参照ください。

人気の創業塾、今年は参加方法が選べるハイブリッドスタイル！

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、全面オンラインにて開催する場合もございます。



ビジネスを“創る” 起業家のための創業塾2020

あなただからこそのビジネスを創りましょう
メイン講師「夢の実現に向け、全速前進！」 岡田  明穂 氏、伏見  明浩 氏、大西  眞由美 氏10 24/

（土）
10：00 ～17：00
※終了後、懇親会あり

10 31/
（土）

10：00 ～17：00

117/ （土）
10：00 ～17：00

1114/ （土）
10：00 ～17：00

11 28 /
（土）

10：00 ～17：00

● 先輩のビジネスで、学ぶ
 　　　　　　株式会社かのん　代表取締役 橋本  美鈴 氏
● ハッピーをうみ出すリソース仕組みを深掘りする

● 創業の指針を明らかにする
● 創るための標準装備－「ビジネスモデルキャンバス」を装着する

第１回

「ビジネスモデルをデザインする」 メイン講師 岡田  明穂 氏、伏見  明浩 氏、大西  眞由美 氏

● ハッピーをお届けする仕組みをつくる
● これは効果的！ストーリーの力で、共感の輪を広げる

ゲスト講師

なお１２月5日（土）には創業塾受講生を対象に、参加無料の創業フォローアップセミナーを開催し、皆様の創業をバックアップします。

● アナログならではの臨場感
● 他の参加者と気軽に交流が可能
● ファシリテーターに気軽に質問が可能
● 日常とは異なる会場で新鮮な気持ちで受講できます
● フィジカルディスタンスに配慮した少人数制・工夫で
　 安心受講

【郵送の場合】 〒660-0881  尼崎市昭和通３丁目９６  尼崎商工会議所 宛 ※切り取らずにそのまま送信して下さい

※個人情報について：本申込にご記入頂いた個人情報は、講座運営に関するご連絡、受講者名簿の作成、各情報提供の目的のみに使用します。

FAX 06-6413-1156創業塾参加申込書

お申し込みの際は下記の項目にご記入の上
ファックスにてお申し込みくださいFAX 06-6413-1156

氏　名

〒　　　　 -
住　所

年　齢 歳

性　別 男性  　　・　　　女性

（フリガナ）

TEL FAX

現在の職業

現在お考えの具体的な事業内容や商品・サービスの内容

□経営者　　□会社員　　□主婦　　□パート　　□アルバイト　　□学生　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

創業について □創業を真剣に考えている　　□創業に興味がある　　　□未定　　　□すでに創業　　　□後継者

受講形式 □オフライン（会場参加）　  　□オンライン（ZOOM参加）

E-mail（オンライン形式の場合必須）

メイン講師「お客さんを観察し、学びましょう」 岡田  明穂 氏、伏見  明浩 氏、大西  眞由美 氏

● あなたのお客さんはどんな人？どんな課題があるの？ 
● インタビューにチャレンジ

● 質の高いアイデアを、たくさん生み出す

メイン講師 岡田  明穂 氏、伏見  明浩 氏、大西  眞由美 氏

● 課金ポイント、収益モデルとBMC
● ビジネスモデルを評価する
● 創業資金の調達について

ゲスト講師 ①日本政策金融公庫尼崎支店  担当者
②兵庫県信用保証協会  創業経営支援課  担当者

「ビジネスモデルの実現性を高める」
● ビジネスを語る準備をしましょう

メイン講師 岡田  明穂 氏、伏見  明浩 氏、大西  眞由美 氏

● ビジネスを語る手法を学ぶ
● 発表・第三者からのフィードバックをもとにビジネスモデルを見直す

「あなたのビジネスモデルを語りましょう」
● さあ、旅立ちましょう！

第2回

第3回

第5回

第4回

■ オフライン（会場）参加のメリット

● ご自宅など、どこででも受講できます
● 会場までの交通費・時間が不要です
● スライドが見やすく、理解しやすい
● オンラインならではのデザインプロセスが身につきます
● 感染症対策上の観点からはベスト

● オンライン（ZOOM）参加のメリット

※進行の都合上、ごく一部オンライン独自の内容となる可能性があります。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、全面オンラインにて開催する場合もございます。


