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日　程

会　場

対象者

定　員

受講料

締　切

お申し込み・お問い合わせ先
〒010-0923　秋田市旭北錦町１－47
TEL 018-866-6677　FAX 018-862-2101　秋田商工会議所 経営支援課

４月 28 日（木）までにお申込みください

5,000 円 / 人（テキスト・資料代含む。消費税込み）

限定 30 名（先着順です）

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

秋田商工会議所ホール 80（秋田県商工会館 ７階）

2022年５月８日（日）、15 日（日）、22 日（日）、29 日（日）
全４日間　９：30 ～ 16：30 ※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。

起業への第一歩はここから！夢に挑戦、めざせ起業家 !!
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？
　「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。

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。

（金融機関からご融資を受ける場合）
・県創業支援資金の利率が 1.30%から 1.10%に優遇されます。
・市創業支援資金の利率が 1.55%から 0.55%に優遇されます。（３年間）　　
（補助金を申請する場合）
・小規模事業者持続化補助金の創業枠（補助上限200万円）へのお申込みが可能となります。
（2022年４月１日現在）

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……

（注１）本登録票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。

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。
また、当所ホームページからもお申込みできます。

氏　名
性　別 男 　・　 女

歳年　齢

住　所

ＴＥＬ
携　帯

フリガナ

〒　　　－

ＦＡＸ

あきた起業塾　　・　　事業計画書ブラッシュアップコース

（　　　　）
（　　　　） （　　　　）

E-MAIL
起業予定業種

参加希望の講義
（○印をつける）

専門家による完全個別相談 を下記のとおり開催します。

秋田商工会議所
受　講　申　込　書

日　時

場　所

対　象

定　員

問合先

申 込 方 法

受講料

締　切

５月 31 日（火）、６月３日（金）、７日（火）、10 日（金）13：00 ～

秋田商工会議所（秋田県商工会館　１階）

より具体的な事業計画書の作成を希望する方

無 料
５月 27 日（金）まで

10名程度

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

参加者
募集！

第１回あきた起業塾
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
開業へ向けた最短コース ～あなたの成功を支援します～

修了認定者のメリット修了認定者のメリット



第１回あきた起業塾 カリキュラム
～夢に挑戦、めざせ起業家 !! ～ 講師プロフィール

●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のか」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をしっかり学び、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。

日　　時 テ　ー　マ 内　　　容 講　　師

9：30 ～16：30

1．成功する経営者になるために
～起業にあたっての心の準備～

2．これだけは覚えよう! 起業者
の財務
～財務の基本と仕組み～

5. 起業支援施策活用のポイント

4. あなたのビジネス・ロード・
マップを作る
～ビジネスプランの作成～

3．マーケティングってなんだ?

②夢をカレンダーに落とす

⑥資金計画を明確にする

③強みと弱みとチャンスを
整理する

⑤成功へのロード・マップを
　明確にする

①ビジネスの魅力を整理する

④他社とは違う企業になる

6. 先輩からのアドバイス

7. ビジネスプランのチェック

8. プレゼンテーションのポイント

9. ビジネスプランの発表

10. 個別相談

　1957 年生まれ。秋田大学鉱山学部卒業。現：（公財）あきた企業
活性化センターを経て、2001年（有）ジー・エフ・シーを設立。中
小企業に対して、経営戦略立案、ビジネスプラン作成、情報システ
ム構築、製造現場の作業改善等のコンサルティング実績を多く持つ。
　秋田大学大学院理工学研究科 非常勤講師
　中小企業基盤整備機構東北本部 中小企業アドバイザー（経営支援）
　中小企業庁 経営革新等支援機関 認定経営コンサルタント
　秋田商工会議所 商工調停士
　中小企業診断士、ITコーディネータ・インストラクター、経営品質協議会認定セルフアセッサー

（有）ジー･エフ･シー
代表取締役　佐 藤 善 友 氏

（秋田市）

募 集 要 項
30名（先着順です）

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。

2022年 4月 28日（木）

募集人数

受講対象

申込方法

受 講 料

申 込 先

申込締切日

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。

全講座で 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（４月28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）

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　https://www.akitacci.or.jp

銀行名 口座名
秋田銀行　本店

北都銀行　本店

（普）   137260　秋田商工会議所

（普）0841787　秋田商工会議所

起業にあたっての心構えや、成功する経営者に
なるために身に付けて欲しい事項を講話します

起業者が知っておかなければならない財務の
基礎を解説します

㈲ジー・エフ・シー
代表取締役　

佐藤　善友

㈲ジー・エフ・シー
代表取締役　

佐藤　善友

日本政策金融公庫
国民生活事業担当
秋田市
　創業支援担当など

合同会社 AKI LINKS
代表社員　　

武内　良太

あなたが考えているビジネスのコンセプトを明確
にしていただきます

起業支援資金、起業支援室等の活用方法をご説明
いたします

他社にない魅力のある企業にするための要件を
整理します

作成したビジネスプランをチェックしてブラッ
シュアップします

あなたのビジネスを関係者に伝え、協力を引き
出すポイントをアドバイスします

作成したビジネスプランを発表してもらい意見
交換を交えてチェックします

ビジョンを達成するための戦略・戦術を明確に
します

各自のビジネスプランを一緒になり作成します

経営ビジョンを整理していただきます

起業者から体験談を講話していただきます

起業に関する個別相談を実施します

投資計画・収支計画を作成します

起業に向けての現状を分析し整理します

マーケティングとは何かを解説します

5月8日

9：30 ～16：30
5月15日

9：30 ～16：30
5月22日

9：30 ～16：30
5月29日

日

日

日

日


