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起業STEP UPフェスタ2017
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

大阪市営地下鉄「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）

月 月14:00-19:00

基調講演 14:00-15:30

16:00-17:00

18:30-20:30

14:00-16:00

マグロ大王
株式会社喜代村
代表取締役社長木村 清 氏

先輩起業家体験談
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

17:00-18:00
女性起業家に聞く、起業のハードルと
それを乗り越えた原動力とは

16:30-17:30
社会を変えるイノベーション！
若手起業家が考える未来予想図は？

気軽に起業相談できるブース

事業計画作成のポイントが
わかるミニセミナー

あましん×日本政策金融公庫
相談ブース

永井 俊二 氏

起業のキホンがわかる
スタートアップセミナー

デザイン思考を取り入れて
起業アイデアを練り上げよう！！

中小企業診断士／一級販売士／大永
コンサルティング 代表／大阪産業創造
館 経営相談室 あきない経営サポーター

講
師

講
師 北野 清晃 氏 ワークショップ

デザイン研究所 代表
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逆境に負けないチャレンジ精神
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17:00-21:00

12 9土
/

14:00-19:00

受講料
すべて無料！

すしざんまい
社長 講演が ！

挑戦人生
の

© sushizannmai

起業とは
何か？を知る！

起業アイデアを
つかむ！

先輩起業家体験談

先輩起業家体験談

セミナー

気軽に起業相談できるブースも！ 気軽に起業相談できるブースも！

セミナー

尼崎信用金庫 ×大阪産業創造館
（公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター）

主催
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主  催

株式会社喜代村 代表取締役社長
木村 清 氏

すべて無料！

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アイデアをブラッシュアップする
手法を学んでいただけます！気軽に起業相談できる
ブースもご用意しています！

（土）

逆境に負けないチャレンジ精神
“マグロ大王の挑戦人生”

逆境に負けないチャレンジ精神
“マグロ大王の挑戦人生”＆
先輩起業家体験談

12/9
14:00-19:00

14:00-19:00

14:00-16:00

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

14:00-15:30

16:00-17:00

17:30-18:00

新春のマグロの初セリで有名な「すしざんまい」。
2001 年、業界として初の「24時間・年中無休」の「すしざんま
い本店」を築地場外市場に開店し、今や関東を中心に 50店舗以
上展開しています。しかし、寿司店の経営を始めたのはバブル
崩壊後の1997年。それ以前にやっていた事業をすべて清算し、
手元に残った数百万円の資金からのスタートでした。そこから
這い上がってきた原動力には、失敗を恐れない木村氏のチャレ
ンジ精神があります。

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

辻野 泰充 氏

尼崎信用金庫 事業支援部 
コーディネーター／担当部長

●起業なんでも相談コーナー　
●あましん×日本政策金融公庫 相談コーナー

（月）
「起業とは何か」を知るセミナー＆
先輩起業家体験談12/11

17:00-21:00
17:00-21:00●あましん起業相談コーナー

（月）

「デザイン思考」で起業アイデアを
練り上げるセミナー＆
先輩起業家体験談

12/18
14:00-19:00

14:00-19:00●あましん起業相談コーナー

尼崎信用金庫 事業支援部
コーディネーター担当部長　俣野 耕一郎 氏

先輩起業家体験談

起業のキホンがわかるスタートアップセミナー

ファシリテーター

小山 雅弘 氏

17:00-18:00

先輩起業家体験談16:30-17:30

女性起業家に聞く！
起業のハードルとそれを乗り越えた原動力とは

東 純子 氏
河合 好子 氏柴田 久子 氏

中小企業診断士／ 大阪
産業創造館 経営相談室
チーフコン サルタント

俣野 耕一郎 氏

起業 STEP UP セミナー

起業 STEP UP セミナー

18:30-20:30

起業について知りたい方が、一番はじ
めに受けるセミナーとして最適です。
経営者としての心構えや、よいスター
トを切るために 知っておきたい創業
準備のポイントを一般的な創業スケ
ジュールに沿ってお届けします。

アイデアを生み出す際に大切な事は、今までの常識
や枠組みにとらわれない柔軟な発想です。そうした
発想をする上でデザイン思考を是非取り入れてみ
てください。まずは、頭の中にある固定概念を取り
除き、無限に広がる可能性にチャレンジしてみてく
ださい。

永井 俊二 氏

中小企業診断士／
一級販売士／大永
コンサルティング 代
表／大阪産業創造
館 経営相談室 あき
ない経営サポーター

デザイン思考を取り入れて起業アイデアを練り上げよう!!

ワークショップ
デザイン研究所 代表

社会を変えるイノベーション！
若手起業家が考える未来予想図は？

石井 健一 氏 井口 一輝 氏　

株式会社メディノベーションラボ 
代表取締役／京都大学インキュ
ベーションプログラム事業化推
進責任者／Living Lab. 代表

廣瀬 智一 氏

ネクストイノベーション
株式会社
代表取締役

株式会社
Mountain Gorilla
代表取締役

起業を志す方を応援するイベント！

小山ファーム
代表

株式会社ビケンバイオミクス
代表取締役

講
師

講
　
師

講師

PHOTO BOO
代表

「ご飯と晩酌 北新地かえる」
オーナー

ファシリテーター

北野 清晃 氏
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