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詳細･お申込みはWebサイトから

TEL:06-6264-9911� FAX:06-6264-9899 E-MAIL:ope@sansokan.jp 

お電話・メールでのお申込はできません。お申込はインターネットからお願いします。 ※ユーザー登録は無料です要ユーザー登録

お問合せ

交通機関

主
　
催

大阪産業創造館イベント・セミナー事務局 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階

Osaka Metro「堺筋本町駅」下車「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約 5分
月～金 10:00～ 17:30 （祝日除く）

14:00
19:00

失敗から
学ぶDAY

今、メディアで話
題の

「伝説の家政婦」
を生み出した

あましん創業塾 受講者に聞く !
創業までのステップアップ体験談

「失敗から学ぶ！
  起業時に避けたいこんな事例」
講師

「TRY&ERROR
 ～起業時の失敗を、私はこう克服しました～」

魅せて
販促するDAY 「起業時に実際にやってみた！

  SNS・WEB販促トークセッション」

12.10（月）

（水）

（木）

12.19

12.20

夢への第一歩を
踏み出すDAY

14:00  15:05 基調講演

講師
株式会社タスカジ 代表取締役日本の「家事」を変えるビジネスモデルで挑戦

先輩起業家体験談 事業計画作成の
ポイントがわかる
ミニセミナー

起業なんでも相談コーナー
あましん×日本政策金融公庫 起業相談コーナー

和田 幸子氏

15:30
16:30

17:00
17:30

15:00
19:00

17:30-19:00 19:30-20:30起業 STEP UPセミナー

起業 STEP UPセミナー 先輩起業家体験談17:30-19:00

ガチンコトークライブ

19:30-20:30

17:00-20:30あましん×日本政策金融公庫 起業相談コーナー

岡 隆宏 氏

「起業家が身につけておきたい
 SNS・WEB販促の基本戦略！」

起業５年で会員数40,000人！

起業

17:00 20:30

17:00 20:30

あ
な
た
の
夢
が
動
き
出
す３

D
A
Y
S

2
018

参加無料

すべて

尼崎信用金庫×大阪産業創造館主催

（公益財団法人 大阪市都市型産業振興
センター）

大阪産業創造館４階イベントホール大阪産業創造館４階イベントホール

17:00-20:30あましん×日本政策金融公庫 起業相談コーナー

山口 俊介 氏有限会社かほり堂 代表取締役
日本経済大学教授

有限会社かほり堂 代表取締役
日本経済大学教授 山口 俊介 氏

登壇者

聞き手

一般社団法人日本スタート
アップ支援協会 代表理事
夢展望株式会社 創業者

株式会社アント 代表取締役 木下 直一 氏講師



主  催

株式会社タスカジ 代表取締役 和田 幸子 氏

事業を大きく成長させた創業社長の講演や先輩起業家の等
身大の起業体験、起業にまつわるセミナーを開催。
講演や体験談から、起業の道を選択したキッカケ、失敗や
困難に直面した時の乗り越え方、事業を軌道に乗せるため
に必要なエッセンスなど、起業に向けて活かしていただけ
るヒントをつかみ、セミナーでは起業の基礎知識や、あな
たの事業を魅力的にPRする方法を学べます！！
気軽に起業相談できるブースもご用意しています！

（月）

起業5年で会員数40,000 人！
日本の「家事」を変える
ビジネスモデルで挑戦

夢への第一歩を踏み出すDAY
12/10 14:00-19:00

15:00-19:00

17:30-19:00

基調講演

事業計画作成のポイントがわかるミニセミナー

先輩起業家体験談

14:00-15:05

15:30-16:30

17:00-17:30

あましん創業塾　受講者に聞く !
創業までのステップアップ体験談

ファシリテーター登壇者① 登壇者②

多田 潤平 氏

尼崎信用金庫 
事業支援部／次長

●起業なんでも相談コーナー　
●あましん×日本政策金融公庫 起業相談コーナー

（水）

失敗から学ぶDAY
12/19 17:00-20:30

17:00-20:30●あましん×日本政策金融公庫 起業相談コーナー

（木）

魅せて販促するDAY
12/20 17:00-20:30

17:00-20:30●あましん×日本政策金融公庫 起業相談コーナー

尼崎信用金庫  事業支援部　次長　鈴木 斎 氏

起業 STEP UP セミナー

相川 香菜 氏

17:30-19:00

先輩起業家体験談19:30-20:30

失敗から学ぶ！
起業時に避けたいこんな事例

TRY＆ERROR
～起業時の失敗を、
私はこう克服しました～

鈴木 斎 氏

ガチンコトークライブ

起業 STEP UP セミナー

19:30-20:30

起業時に実際にやってみた！
SNS・WEB販促トークセッション

あなたの夢が動き出す３DAYS！

ガーナ発 kawaii コスメ
代表 ※10月に法人化予定

株式会社スポコミ
代表取締役

コメンテーター

北澤 志保 氏

株式会社アント
代表取締役

五十嵐 裕希 氏 木下 直一 氏

べっぴん奈良漬
代表

株式会社ＨＵＧ
代表取締役講師

漠然と「事業が失敗したらどうしよう…」と悩まれる方も多いかもし
れません。起業時に起こる失敗やトラブルとは、どんな傾向があるの
でしょうか。20 年以上に渡り、起業支援者として多くの起業家を見
守ってきた講師より、起業における失敗の事例と、それを乗り越え、
成功に転換させる事例を聴きたいと思います。

女性向けアパレル企業「夢展望株式会社」を創業し、東証マザーズに
上場。ビジネスの成功者である一方で、多くの挫折も体験した岡氏
は、今までの経験をもとに、日本の起業家を支援する事業を推進されて
います。
事業の立ち上げ・展開に伴う失敗経験のガチンコトークを聴き、「失敗
を、成功に生かす方法」を考えてみませんか？

有限会社かほり堂 代表取締役
日本経済大学教授 講師

起業家が身につけておきたい
SNS・WEB販促の基本戦略！！

長年 WEB マーケティングのコンサルティングや、効果的に伝わる画像
や動画コンテンツ制作に携わってきた講師が、起業したい・したばかり
の人が身につけておきたい、SNS・WEB販促の戦略についての基礎知識
を語ります！

株式会社アント 代表取締役 木下 直一 氏講師
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「伝説の家政婦」が各家庭に赴き、プロの技で、おかずの作り置き
や掃除、整理整頓などを行ってくれる…。そんな「タスカジ」の
サービスが注目を集めています。家事代行サービスではなく「家
事を頼みたい人」と「プロの家政婦」を繋ぐプラットフォームで
す。タスカジを立ち上げた和田氏は、働きながら子育てする中で
家事につまづいた自らの経験を元に、事業を展開させました。
「まだ世になかったサービスを、いかに事業化し、短期間で広めて
いったのか？」事業を立ち上げ、広げていくためのヒントを学び
たいと思います。

フェスタ2018
STEP UP起業

岡 隆宏 氏一般社団法人日本スタートアップ支援協会
代表理事／夢展望株式会社 創業者

聞き手

メディアで話題「伝説の家政婦」を生み出した

登壇者

登壇者① 登壇者②

山口 俊介 氏

有限会社かほり堂 代表取締役
日本経済大学教授 山口 俊介 氏


