
QRコード
(守谷市商工会 )

9/8土　  14:00～16:00 （入門）　　　　9/15土   10:00～17:00  （経営） 
9/22土    10:00～17:00 （販路開拓）　　10/6土   10:00～17:00（人材育成）
10/13土  10:00～15:00 （IT活用金融）    10/20土    10:00～17:00（財務）    
11/3土   13:30～17:30 （まとめ） 

商工会の創業支援セミナーを受講すると3つのメリットがあります

メリット
1 事業が成功しやすくなる

●日時

このセミナーでは、「経営」「財務」「人材
育成」「販路開拓」「ＩＴ活用」「金融」の知
識を身に付けられます。事業を成功しや
すくするには、様々な知識が必要とされ
ますので、すぐに役立つ内容となってい
ます。

メリット
2 各種補助金の申請ができる
所定の講座を受講し、証明書を受け取
れば、国の“創業・事業承継補助金”に
申請することができます。補助金をうま
く活用することで、創業をスムーズに進
めることができます。また、補助金申請
時のサポートも実施しています。

メリット
3 国の特例を活用できる
創業支援を受け、「守谷市・つくばみらい市
から」証明書の交付を受けることで特例を活
用できます。
　・会社設立の登録免許税が半額
　・日本政策金融公庫の創業融資の自　　
己資金要件の緩和
　・創業関連保証が1,500万円に拡大

１講座から受講できます。

・定員 各回３０名 ※定員になり次第締切となります。

創
セミナー
業 受講料

無料

主催：守谷市商工会・つくばみらい市商工会
協力：守谷市・つくばみらい市・日本政策金融公庫・茨城県信用保証協会

守谷市商工会

TEL/0297-48-0339
E-mail:ms1999@apricot.ocn.ne.jp

つくばみらい市商工会

TEL/0297-58-1700
E-mail:info@miraishoko.com

連 絡 先

QRコード
(守谷市商工会 )

9/14 土 【創業の現状、経営理念】 9/21 土 【経営理念、経営戦略】

10/ 5 土 【マーケティング戦略】 10/12 土 【税務・財務・人材育成】

10/19 土 【金融制度・ＩＴ利活用】 11/ 2 土 【事業計画作成のポイント】

11/ 9 土 【ロジカルシンキング】 11/16 土 【座談会・まとめ】

開業前に知っておきたい大事なことを学ぶ あなたの目標は明確ですか？目標達成の手法を学ぶ

自分（会社）の強みを売上につなげる手法を学ぶ 経営者の数値の見方のコツ・事業運営のコツを学ぶ

資金調達の裏話・ITを活用した手法を学ぶ 計画を作成するために必要な手法を学ぶ

壁にぶつかったときの考え方を学ぶ 創業者の体験談／今までのまとめ（振り返り）

商工会の創業支援セミナーを受講すると3つのメリットがあります

メリット

1 事業が成功しやすくなる

●日時（各回 10:00～17:00）

このセミナーでは、「経営」「財務」「人材
育成」「販路開拓」「ＩＴ活用」「金融」の知
識を身に付けられます。事業を成功しや
すくするには、様々な知識が必要とされ
ますので、すぐに役立つ内容となってい
ます。

メリット

2 各種補助金の申請ができる
所定の講座を受講し、証明書を受け取
れば、国の“創業・事業承継補助金”に
申請することができます。補助金をうま
く活用することで、創業をスムーズに進
めることができます。また、補助金申請
時のサポートも実施しています。

メリット

3 国の特例を活用できる
創業支援を受け、「守谷市・つくばみらい市から」証
明書の交付を受けることで特例を活用できます。
　・会社設立の登録免許税が半額
　・日本政策金融公庫の創業融資の自己資金要件
　　の緩和
　・創業関連保証が1,500万円に拡大

１講座から受講できます。
・定員 各回３０名 ※定員になり次第締切となります。

創
セミナー
業 受講料

無料

主催：守谷市商工会・つくばみらい市商工会
協力：守谷市・つくばみらい市・日本政策金融公庫・茨城県信用保証協会

守谷市商工会（前半会場）

TEL/0297-48-0339
FAX/0297-45-3376
E-mail:ms1999@apricot.ocn.ne.jp

つくばみらい市商工会（後半会場）

TEL/0297-58-1700
FAX/0297-58-7969
E-mail:info@miraishoko.com

連 絡 先

令和元年度伴走型小規模事業者支援推進事業



日　程 時　間 内　容 講　師 会　場

第1回 ★ 9月 14日（土）
10:00 ～

17:00

【創業の現状、経営理念】
開業前に知っておきたい大事なことを学ぶ

石井　浩一 守谷市商工会

第2回 ★ 9月 21日（土）
10:00 ～

17:00

【経営理念、経営戦略】
あなたの目標は明確ですか？目標達成の手法を学ぶ

石井　浩一 守谷市商工会

第3回 ★ 10月 5日（土）
10:00 ～

17:00

【マーケティング戦略】
自分（会社）の強みを売上につなげる手法を学ぶ

石井　浩一 守谷市商工会

第4回 ★ 10月 12日（土）
10:00 ～

17:00

【税務・財務・人材育成】
経営者の数値の見方のコツ・事業運営のコツを学ぶ

石井　浩一 守谷市商工会

第5回 10月 19日（土）
10:00 ～

17:00

【金融制度・IT 利活用】
資金調達の裏話・IT を活用した手法を学ぶ

比企　智浩 つくばみらい市商工会

第6回 ★ 11月 2日（土）
10:00 ～

17:00

【事業計画作成のポインﾄ】
計画を作成するために必要な手法を学ぶ

石井　浩一 つくばみらい市商工会

第7回 ★ 11月 9日（土）
10:00 ～

17:00

【ロジカルシンキング】
壁にぶつかったときの考え方を学ぶ

石井　浩一 つくばみらい市商工会

第8回 11月 16日（土）
10:00 ～

17:00

【座談会・まとめ】
創業者の体験談／今までのまとめ（振り返り）

石井　浩一 つくばみらい市商工会

●創業を成功させるために必ず押さえておきたいポイントを学ぶ８日間！

●特定創業支援事業について

●講師プロフィール

★印：特定創業支援事業対象講座

　★印のあるカリキュラムのうち4つを受講した方

に対し、つくばみらい市もしくは守谷市で創業した

場合、表面記載の各種特典を受けることができます。

石井　浩一
いし　  い                こう    いち ひ　　　き               とも    ひろ

　大学卒業後、国内・外資系証券会社を経て独立、複数の

企業を創業。現在、ベンチャー企業の社外監査役、取締

役、顧問等を兼務し、創業段階の企業から売上高300億

円未満の企業の様々な相談・助言業務に携わる。また、大

手商社や大手電機グループ企業、食品メーカー、投資銀行

部門担当者向けの研修実績など多数。自らの創業経験を踏

まえた独特の創業セミナーも人気。株式会社マイティータン

ク代表取締役、中小企業診断士、国際公認投資アナリスト

（CIIA）、日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。

比企   智浩
　中小企業診断士。株式会社tsumugi代表取締役。1989年生まれ。
大手信用調査会社にて経験を積み、2016年に独立。創業・IT導入の支
援実績多数。休日は石岡市八郷地区にてゲストハウスを運営する創業
者の一面も。創業者の想いに寄り添いながら、実学を用いた堅実なコ
ンサルティングを心掛ける。

創業セミナー受講申込書

携　 帯：

E-MAIL：

フリガナ

氏名

住所
創業予定の
業種

参加予定日
※マルで囲んで
　ください

〒　(　　　　　－　　　　　　　)

小売業・飲食業・サービス業・製造業・建設業・卸売業・その他（                                     　         ）

全部・9/14・9/21・10/5・10/12・10/19・11/2・11/9・11/16


