ビジネスプランのブラッシュアップ講座

主催：財団法人 神戸市産業振興財団

起業・新事業を成功に導くための事業戦略策定支援

創業・新事業への挑戦を応援します
これから事業を起こす方、創業間もない経営者の方、新規事業に取り組む経営者の方へ
具体的なビジネスプランをお持ちの方を対象に、様々な角度から事業戦略を見直す視点、
先を見据えたビジョン・戦略や具体的な行動計画の策定のプロセスを学びます。
※途中回からのご参加も可能です。
ビジネスプランの強化をお考えの方に最適です。
内容
日時

平成 22 年 8 月〜平成 23 年 3 月（全８回） 18:00〜20:00

場所

神戸市産業振興センター8 階会議室

対象

ビジネスプランを具体的にお持ちの方で下記に該当する方
具体的に創業を検討している方／事業計画を練り直したい方
ＫＯＢＥドリームキャッチプロジェクトに応募(再応募)を検討している方

】
受講料

神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8‑4

講座：無料

／ 3 月の交流会のみ 3,000 円

テーマ

8 月 26 日(木)
ビジョン・戦略の構築

9 月 22 日(水)
マーケティング戦略

10 月 28 日(木)
起業後の行動計画

自社の方針を明確にした
うえで、ビジョン・戦略を
構築する考え方を整理

営業活動を成功に導くた
めに、自社の現状を分析
し、課題を検討

販売・営業活動など経営
に必要な行動計画を立て
る考え方を整理

具体的な HP の事例から
診断し、集客ツールとし
ての課題を検証

講師：投石マネジメントフォ
ース 代表 投石満雄

講師：㈲エヌ・エフェクト
代表取締役 名渕浩史

講師：㈱ナレッジソリューション
代表取締役 坂田敬三

講師：㈱ユーシステム
代表取締役 佐伯里香

12 月 22 日(水)
創業体験談

1 月 27 日(木)
商品を魅せる仕組み

資金･収支計画の立案

経営を成功に導いた経営
者から創業からこれまで
の体験談

ブランド構築・戦略を練る
ためのマーケティングや
発想転換の方法

なぜ資金計画が必要か、
資金管理仕方、そして資
金調達につなげる考え方

新事業を成功させた事例

講師：ドリームキャッチプロジ
ェクト認定企業 経営者

講師:㈱RURIKO PLANNING

講師：㈲CFO ソリューションズ

講師：企業経営者

代表取締役 星加ルリコ

代表取締役 森谷芳郎

2 月 24 日(木)

11 月 25 日(木)
事例で学ぶ HP 診断

3 月 17 日(木)
新事業戦略の事例
この回は講座終了後企業経
営者との交流会を開催します

内容は変更する場合がありますのでご了承ください。（その場合は事前に HP でお知らせします。

KOBE ドリームキャッチプロジェクト ビジネスプランの募集
受付は 9 月 1 日〜10 月 14 日まで
神戸市内を拠点に、新規創業か新規事業をしたい方！
ビジネスプランをご応募ください！
独自性、挑戦意欲、明確な目標があること！
神戸ビジネスプラン評価委員会が評価し、認定！
認定プランの取り組みを

神戸が強力にサポート！
KOBE ドリームキャッチプロジェクトの詳細は

http://www.kobe-ipc.or.jp/dreamcatch
尾もお申込みは裏面にご記入のうえ、お申込みください

その他のサービス
個別アドバイス
受講後に創業やドリームキャッチプロジェクトへ応募のため、ビ
ジネスプランのブラッシュアップを図りたい方は個別にアドバイス
いたします。
創業準備オフィスの提供
創業・創業間もない方で、拠点必要な方は創業準備オフィス
のトライアル入居制度をご活用いただけます（要審査）
http://www.kobe-ipc.or.jp/incubation/inquiry
上記サービスをご利用の方は下記までご相談ください。
お申込みは裏面をご参照ください

【申込み･問い合わせ先】
(財)神戸市産業振興財団 経営支援部 ものづくり・創業新事業推進課 西嵜、米谷 ＴＥＬ：078‑360‑3202
お問い合わせフォーム http://www.ikobe-ipc.or.jp/inquiry

受講申込み

平成

年

月

日

（財）神戸市産業振興財団 ものづくり・創業新事業推進課 米谷 宛て

【お申込み方法】
下記受講申込書にご記入の上、FAX 又は郵送にてお申込みください。ホームページからもお申込みいただけます。
FAX 078-360-1419
http://www.kobe-ipc.or.jp/seminar_brushup/index.html

既に創業されている方はこちらにご記入ください

未創業の方はこちらにご記入ください

企業名

おなまえ

代表者名

電話

(

)

-

講座参加者のおなまえ

携帯電話

(

)

-

FAX

(

)

-

年齢（

役職
電話 (

)

-

歳）

/FAX (

男・女

)

-

年齢（

歳）

男・女

e-mail

e-mail

ご住所

〒

会社所在地 〒

・創業年月日

平成

年

・従業員

人（内非正規

・資本金

千円

月

・創業予定日
平成 年 月 日
・現在のお仕事
□会社員 □学生 □主婦 □その他（
・受講の動機

日
人）

）

□これから立ち上げる予定(予定時期平成 年 月
□今すぐではないが、将来創業を検討している
□事業計画の見直しを図りたい。
□KOBE ドリームキャッチプロジェクトに応募するため

・業種

日)

事業計画の概要
①事業のテーマ

②内容（具体的な事業内容、特色など）

今回の講座はどこでお知りになりましたか？
・ホームページ

□神戸市産業振興財団

・チラシ（場所）

□神戸市産業振興センター
□財団職員から直接

・他機関

□神戸市

・メールマガジン

□神戸市産業振興財団
□紹介（

）

□神戸商工会議所

□ひょうご産業活性化センター

□その他（

）

□市財団からの DM

・事務局から直接

・その他

□その他（

□神戸商工会議所

）

□ひょうご産業活性化センター、

□神戸商工会議所
□新聞

□その他（

□ひょうご産業活性化センター

）
□その他（

）

□神戸市広報こうべ

本申込書にご記入いただいた個人情報等は、(財)神戸市産業振興財団において適正に管理し、講座の運営、創業・新事業にかかる支援事
業の実施の範囲内で利用あるいは情報提供させていただきます。

