
（注１）本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、あきた起業塾における本人確認、受講者・修了者名簿の作成、修了
証明書の発行、修了者アンケートなど、本事業の実施のために使用するほか、商工会議所からの各種の連絡・情報提供等に
使用いたします。また、会社名、氏名、住所、電話番号の各項目については、本事業の実施報告として使用いたします。

氏　名
フリガナ 性　別 男・女

生年月日 / /【西暦】

住　所
〒　　　－

T E L
携　帯

　　 （　　　）
　　 （　　　） F A X 　　 （　　　）

E-MAIL

参加希望の講義
（○印をつける）

起業予定業種

あきた起業塾 ・ 事業計画書ブラッシュアップコース

秋田商工会議所受講申込書

下記受講申込書に必要事項をご記入のうえ、参加希望のコースに○印し、持参また
はFAX、郵送にて秋田商工会議所までお申込みください。
当所ホームページからもお申込みできます。

申込
方法

開業へ向けた最短コース ～あなたの成功を支援します～

起業に対する夢・アイデアをお持ちではありませんか？
その夢を現実にしてみませんか？

日　程 2023年1月15日（日）、22日(日)、29日(日)、2月5日(日)
全4日間　9：30～ 16：30

会　場 秋田商工会議所ホール 80（秋田県商工会館 7階）

対象者 起業・独立開業を目指すサラリーマン、ＯL、退職者、学生、主婦の方など

定　員 限定 30名（先着順です）
受講料 5,000円 / 人（テキスト・資料代含む。消費税込み）                       

締　切 1月6日（金）までにお申込みください。

秋田商工会議所 経営支援課　〒010-0923 秋田市旭北錦町1-47
TEL 018-866-6677 FAX 018-862-2101

お申し込み・
お問い合わせ先

修了認定者
のメリット

「自分のお店を持ちたい」「今までに無い商品をつくりたい」など、どんな夢やアイデアでも構いませ
ん。起業塾でアイデア・夢を実現性の高いものに変えませんか。
　現在の大企業も起業時に沢山のアイデアの中から、より優れたアイデアを抽出したことがきっかけで
成功を収めたケースが多々あります。
　当起業塾では、アイデアの創出支援から、それを元にしたビジネスプラン作成まで徹底的にサポート
いたします。

■ 起業に向けて事業計画書を作成したけど、自信が持てない…
■ 客観的な目で見てもらって意見が欲しい…

秋田商工会議所 経営支援部 経営支援課
TEL：018－866－6677　FAX：018－862－2101

定　員

問合先

受講料

日　程

対　象

専門家による完全個別相談を下記のとおり開催します

事業計画書ブラッシュアップコースのご案内事業計画書ブラッシュアップコースのご案内事業計画書ブラッシュアップコースのご案内
あきた起業塾ステップ2

起業への第一歩はここから！夢に挑戦、めざせ起業家‼起業への第一歩はここから！夢に挑戦、めざせ起業家‼

※新型コロナウィルス感染症へ
　の対応については、当所ホーム
　ページをご確認ください。　

第
3
回

0.55
◆補助金を申請する場合

全4日間のうち、8割以上(3.5日)出席された方（受講者本人限定）に修了証を発行しており、下記優遇策を受ける
ことができます。　

・小規模事業者持続化補助金の創業枠への申込みが可能となります。（補助上限200万円）
        　　　　 （2022年11月15日現在）

・県創業支援資金の利率が1.30%から1.10%に優遇されます。
%に優遇されます。（3年間）・市創業支援資金の利率が1.55%から

◆金融機関からご融資を受ける場合



あきた起業塾あきた起業塾あきた起業塾第3回第3回第3回 カリキュラムカリキュラムカリキュラム

日　時 テ ー マ 内　容 講　師

1/15
9:30～16:30

１. 起業するにあたって

・起業にあたっての心構え
・ビジネスチャンスの見つけ方
・起業の夢とリスク
・起業するまでにしておきたいこと
・ビジネスプランの事例紹介
・事例に学ぶ起業の極意

２. まずは経営全般のことを
　 知ろう！

・経営全般に関する基本的事項の解説
　（儲けとお金の違い、仕入、販売、原価、税務、
　立地と商圏など）
・マーケティングとマーケティング戦略について
・経営環境の分析手法について
・経営環境分析の活用演習【ケーススタディ】
・「売れ続ける仕組み」の作り方
・顧客管理のやり方と販売促進の基礎知識
・SNSの活用について

3. ビジネスプラン作成に
　 挑戦しよう！

４．夢の実現に向かって

・ビジネスプランとは
・ビジネスプラン作成のポイント解説
・ビジネスプラン作成演習
【簡易版創業計画書の作成】

・起業に必要なお金と起業資金を用意する方法
・お金に関する計画作成演習
【資金計画と収支計画の作成】
・借入申込書の事例紹介と金融機関との上手な
　付き合い方
・With＆Afterコロナ時代のビジネスポイント
・プレゼンテーションのポイント（プレゼン資料の
　作り方）
・ビジネスプランの発表（希望者）と講評
・全体のまとめ

起業に関する個別相談を実施します

起業支援資金や起業支援室等の活用方法をご説明いたします
・補助金、融資制度、創業支援室、後継者人材バンク活用ポイントの説明

　　

M.S
コンサルティング

代表
佐瀬 道則

M.S
コンサルティング

代表
佐瀬 道則

ソリレス
代表 中島 康博  氏

9:30～16:30
1/22

9:30～16:30
1/29

9:30～16:30
2/5

日本政策金融公庫
秋田県信用保証協会
秋田市創業支援担当
秋田県事業承継・
引継ぎ支援センター

●当コースは、「起業するにはどうするか」だけではなく、「起業を成功させるにはどうするか」を検討し、事業計画書を作る講座です。
ビジネス書を読むだけでは学べない内容ですので、起業に興味のある方はぜひご参加ください。また、すでに起業している方で
も起業から１年以内の方ならご参加できます。（定員：30名）

●起業を成功させるためにどうするか、しっかり学び、じっくり考えて頂く講座です。ご一緒に“成功する起業のノウハウ”を身
につけませんか？

★国・県・市等で起業に関する支援制度が用意されております。詳細は秋田商工会議所までお問い合わせください。

～夢に挑戦、めざせ起業家‼～～夢に挑戦、めざせ起業家‼～

・ 起業者体験談 

M.Sコンサルティング
代表 佐瀬 道則 氏（中小企業診断士）

口座名

募集人数 30 名（先着順です）
受講対象 起業を計画・検討している方。すでに事業を営んでいる方も可能。

申込方法 受講申込書に必要事項をご記入のうえ、「あきた起業塾」または「事
業計画書ブラッシュアップコース」への参加希望の講義に○印し、
持参またはFAX、郵送にて秋田商工会議所までお申込みください。
また、当所ホームページからもお申込みできます。

受 講 料 5,000円（消費税込み）
※キャンセルは申込締切日までとさせていただき、締切日以降はご納入頂いた受講
料も返金いたしません。

※受講料は、受講申込書と一緒にご持参いただくか、下記口座にお振込ください。
※入金は申込締切日（1月6日）までにお願いします。入金が確認できない場合は
　受講をお断りする場合がございます。（振込手数料は各自でご負担願います）

申込締切日 2023 年1月6日（金）

申 込 先 秋田商工会議所 経営支援課
〒 010-0923 秋田市旭北錦町1-47
TEL：018－866－6677　FAX：018－862－2101
H　P   ：http://www.akitacci.or.jp/

銀行名 口座名

秋田銀行　本店 （普） 137260秋田商工会議所

北都銀行　本店 （普）0841787秋田商工会議所

　昭和30年12月生まれ。30年以上に渡る金融機関勤務の中で、個別企業や
商店街の経営分析・診断のほか、まちづくりや再開発事業全般の指導・助言、
経営改善・企業再生に関する実務など、豊富な現場指導経験を持つ。秋田公
立美術大学や秋田大学などで起業講座を担当。
　平成21年に M．Sコンサルティングを設立し、中小企業に対し多くのコン
サルティング実績を有しているとともに、県内各地で講師を務める経営革新・
創業セミナーは分かりやすい解説が好評。
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