
 
日本政策金融公庫

や創業後間もない方向けの相談会
 

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

  

日本政策金融公庫

＜１０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＞

＜会場

（西武東大和市駅
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＜日時＞

＜会場

（JR

八王子八王子八王子八王子
＜日時＞

＜会場

ご予約は、各会場または受付専用フォームから
受付専用フォーム

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

日本政策金融公庫
や創業後間もない方向けの相談会

 

 

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

日本政策金融公庫

月の開催予定＞

創業を考えているけど、何から始めればいいの？
お店を始めるための「お金」について

開催場所の詳しい情報・

東大和東大和東大和東大和    

＜日時＞１０月８

１０：００～１６：００

会場＞ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）

（西武東大和市駅 徒歩１０分／多摩モノレール玉川上水駅

    村村村村    

＜日時＞１０月２

１４：００～１６：００

会場＞羽村市創業支援スペース

JR 羽村駅東口徒歩７分・駐車場あり）

八王子八王子八王子八王子    

＜日時＞１０月１９

１４：００～１７

会場＞８Ｂｅａｔ（エイトビート）

（JR 八王子駅北口

ご予約は、各会場または受付専用フォームから
受付専用フォーム:

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

日本政策金融公庫 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

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

     

日本政策金融公庫 多摩創業支援センター

月の開催予定＞ 

創業を考えているけど、何から始めればいいの？
お店を始めるための「お金」について

開催場所の詳しい情報・

８日（木） 

：００～１６：００ 

ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）

徒歩１０分／多摩モノレール玉川上水駅

２３日（金） 

：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）

１９日（月） 

１４：００～１７：００ 

８Ｂｅａｔ（エイトビート）

八王子駅北口 徒歩４分）

ご予約は、各会場または受付専用フォームから
: https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

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

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

多摩創業支援センター

 ※すべての会場が

創業を考えているけど、何から始めればいいの？
お店を始めるための「お金」について

開催場所の詳しい情報・お問い合わせ

 

ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト） 

徒歩１０分／多摩モノレール玉川上水駅 徒歩 15 分） 

 

 

羽村市創業支援スペースiサロン

羽村駅東口徒歩７分・駐車場あり） 

 

 

８Ｂｅａｔ（エイトビート） 

徒歩４分） 

ご予約は、各会場または受付専用フォームから
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫 
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

 

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開催しています

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

多摩創業支援センター

※すべての会場が

創業を考えているけど、何から始めればいいの？
お店を始めるための「お金」について

 

お問い合わせ

 

サロン 

ご予約は、各会場または受付専用フォームから
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

 多摩創業支援センター
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

多摩創業支援センターでは、創業をお考えの方
開催しています

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

多摩創業支援センター 

※すべての会場が予約優先

創業を考えているけど、何から始めればいいの？
お店を始めるための「お金」について相談したいです。

お問い合わせ先は裏面をご覧ください

多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター
＜日時＞

＜会場＞

（京王・小田急・多摩モノレール

ご予約は、各会場または受付専用フォームから
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

多摩創業支援センター
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００） 

多摩創業支援センターでは、創業をお考えの方
開催しています。

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

予約優先です

創業を考えているけど、何から始めればいいの？
相談したいです。

先は裏面をご覧ください

立立立立    川川川川
＜日時＞

＜会場＞

（JR 立川駅南口・多摩モノレール立川南駅

多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター
＜日時＞１０月２１

１３：００～１６：００

＜会場＞コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス

（京王・小田急・多摩モノレール

ご予約は、各会場または受付専用フォームから    
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan     

多摩創業支援センター       

多摩創業支援センターでは、創業をお考えの方
。 

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

です 

創業を考えているけど、何から始めればいいの？ 
相談したいです。 

先は裏面をご覧ください

    川川川川    

＜日時＞１０月６

  １６：００～１８

＜会場＞Ｃｓ（シーズ）立川

立川駅南口・多摩モノレール立川南駅

多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター    

２１日（水） 

：００～１６：００ 

コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス

（京王・小田急・多摩モノレール 多摩センター駅

 

↑受付専用フォーム

多摩創業支援センターでは、創業をお考えの方

創業でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。 

 

先は裏面をご覧ください 

６日（火） 

１６：００～１８：００ 

Ｃｓ（シーズ）立川 

立川駅南口・多摩モノレール立川南駅 徒歩５分）

 

 

コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス

多摩センター駅 徒歩５分）

↑受付専用フォーム 

多摩創業支援センターでは、創業をお考えの方

 

 

徒歩５分） 

コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス 

徒歩５分） 



＜１０月の開催

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご予約
受付専用フォーム

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

立立立立    川川川川
＜日時＞

       
 

＜会場＞Ｃｓ（シーズ）立川

立川市錦町１－４－４

（JR 立川駅南口・多摩モノレール立川南駅

 

ＴＥＬ：042

ＵＲＬ：https://csplace.com/

八王子八王子八王子八王子
＜日時＞

       
 

＜会場＞８Ｂｅａｔ（エイトビート）

ＴＥＬ：042

ＵＲＬ：http://8beat.tokyo/

羽羽羽羽    村村村村
＜日時＞

      
 

＜会場＞羽村市創業支援スペース

羽村市緑ヶ丘２－

（JR

ＴＥＬ：042

（羽村市

URL：http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008179.html

月の開催予定

 

ご予約は、各会場
受付専用フォーム: https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

 川川川川
＜日時＞ １０月６日（火

   １６：００～１８

＞Ｃｓ（シーズ）立川

立川市錦町１－４－４

立川駅南口・多摩モノレール立川南駅

 

042-512-9958

https://csplace.com/

 八王子八王子八王子八王子
＜日時＞ １０月１９

   １４：００～１７

＞８Ｂｅａｔ（エイトビート）

八王子市三崎町

トーネンビル

（JR 八王子駅北口

042-649-6681

http://8beat.tokyo/

 村村村村
＜日時＞ １０月２３

    １４：００～１６：００

＜会場＞羽村市創業支援スペース

羽村市緑ヶ丘２－１１

JR 羽村駅東口

042-555-1111

（羽村市産業環境部産業振興課）

http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008179.html

予定＞  

 

各会場または
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

日（火） 

１６：００～１８：００ 

＞Ｃｓ（シーズ）立川 

立川市錦町１－４－４ サニービル２

立川駅南口・多摩モノレール立川南駅

9958 

https://csplace.com/ 

１９日（月） 

１４：００～１７：００ 

＞８Ｂｅａｔ（エイトビート）

八王子市三崎町４-１１

トーネンビル 5F 

八王子駅北口 徒歩４分）

6681 

http://8beat.tokyo/ 

３日（金） 

：００～１６：００ 

＜会場＞羽村市創業支援スペース

１１－１ 羽村市産業福祉センター内

羽村駅東口 徒歩７分

1111 

産業環境部産業振興課）

http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008179.html

  ※すべての会場が

 

または受付専用フォーム
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

＜お問い合わせ先＞日本政策金融公庫 多摩創業支援センター
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００）

サニービル２F

立川駅南口・多摩モノレール立川南駅 徒歩５

＞８Ｂｅａｔ（エイトビート） 

１１ 

徒歩４分） 

 

＜会場＞羽村市創業支援スペース i サロン

羽村市産業福祉センター内

徒歩７分/駐車場あり

産業環境部産業振興課） 

http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000008179.html 

※すべての会場が

 

受付専用フォーム
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan

多摩創業支援センター
ＴＥＬ：０４２－５２４－４１９９（平日９：００～１７：００） 

東大和東大和東大和東大和
＜日時＞

 

＜会場

ＴＥＬ：

ＵＲＬ：

F 

徒歩５分） 

 

多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター
＜日時＞

    
 

＜

ＴＥＬ：

ＵＲＬ：

サロン 

羽村市産業福祉センター内 

駐車場あり） 

 

※すべての会場が予約優先

  

受付専用フォームから
https://krs.bz/jfc_seminar/m/tama0210sodan 

多摩創業支援センター     
 

東大和東大和東大和東大和
＜日時＞ １０

１０
 

＜会場＞ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）

東大和市桜が丘２－１３７－５

中小企業大学校東京校東大和寮

（西武東大和市駅

ＴＥＬ：042-565

ＵＲＬ：https

多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター
＜日時＞ １０

       １３
 

＜会場＞コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス

多摩市落合１－４６－１

ココリア多摩センター７

（京王・小田急・多摩モノレール

ＴＥＬ：042-389

ＵＲＬ：http://www.c

予約優先です

から 

       

 東大和東大和東大和東大和
１０月８日（木

１０：００～１６：００

＞ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）

東大和市桜が丘２－１３７－５

中小企業大学校東京校東大和寮

（西武東大和市駅 徒歩１０分／多摩モノレール玉川上水駅

565-1195 

s://businest.smrj.go.jp

多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター
１０月２１日（水

１３：００～１６

コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス

多摩市落合１－４６－１

ココリア多摩センター７

（京王・小田急・多摩モノレール

389-0220 

http://www.c-mam.co.jp/cocoplace/

↑受付専用フォーム

です 

日（木） 

：００～１６：００ 

＞ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト）

東大和市桜が丘２－１３７－５ 

中小企業大学校東京校東大和寮

徒歩１０分／多摩モノレール玉川上水駅

 

://businest.smrj.go.jp

 多摩センター多摩センター多摩センター多摩センター
日（水） 

：００～１６：００ 

コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス

多摩市落合１－４６－１ 

ココリア多摩センター７F

（京王・小田急・多摩モノレール 多摩センター駅

 

mam.co.jp/cocoplace/

↑受付専用フォーム

＞ＢｕｓｉＮｅｓｔ（ビジネスト） 

中小企業大学校東京校東大和寮 3 階 

徒歩１０分／多摩モノレール玉川上水駅 徒歩 15 分） 

://businest.smrj.go.jp 

コワーキングＣｏｃｏ（ココ）プレイス 

 

F 

多摩センター駅 徒歩５分） 

mam.co.jp/cocoplace/ 

↑受付専用フォーム 

 

 

 

 


