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●主催：須坂商工会議所
●共催：須坂市・NPO法人信州SOHO支援協議会
●後援：小布施町・高山村・小布施町商工会・高山村商工会

令和３年度伴走型小規模事業者支援推進事業

●会　場： 須坂市技術情報センター  セミナールーム
●対象者： 創業をお考えの方
 創業して間もない方

●定　員： 20名（先着順）

※須高地域内で創業予定の方、須高地域内にお住まいの方を優先します。
※なるべく全講座受講できる方。

須高
創業セミナー
2021

大学卒業後、都内の信用金庫に入行。 本店の
出納係、本店融資係を経験 決算書や不動産の
評価をはじめとする業務に携わったのち、窓
口にて融資の審査、交渉を行う。信用金庫退
職後、準備期間を経て2005年７月ティー・
アイFP事務所を設立（2019年7月より「理
財実践塾」に事務所名を変更）。 当初はファ
イナンシャルプランナーの業務を中心に展開
していたが、複数のお客様の要望により融資
や資金繰りに特化したコンサルティング業務
を展開。ＣＦＰ®、１級ファイナンシャル・
プランニング技能士

池田孝行
（いけだたかゆき）
昭和50年
千葉県船橋市
生まれ

19歳から約5年間、某有名バイク買取専門店
で整備士として勤務。バイクの買取営業、広
告の飛び込み営業などで、トップの成績をと
る。平成20年5月にソーシャルアライアンス
のフランチャイズオーナーとなり、現在はセ
ールスやコミュニケーションのセミナーを開
催し、クライアントの現場での成果に徹底的
にこだわったコンサルティングで多くの方々
から絶大な信頼を得ている。ソーシャル・ア
ライアンス㈱認定トレーナー。

牛木章太
（うしきしょうた）
昭和57年
東京都出身

受講
無料

新型コロナウイルス対策として
オンラインによる受講も可能。
申込用紙にて選択ください。

オンライン受講も可能！

創
業
者
集
ま
れ
！

日　時

講　師

オンライン受講も
できます

10 30土11 ６土11 20土11 27土12 4土

★新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて開催します。



須高創業セミナー2021カリキュラム
日　程 講　座 テ　ー　マ 講　師

株式会社HAL
コンサルタント

池田　孝行
10月30日土

第一講座
10:00～12:00

「創業の心構え」
　～経営者の心構え、ビジネスの心構えを知る～
「創業・企業のやりがいを知ろう」
　～自己の棚卸～

第二講座
13:00～16:00

「事業計画の重要性」
　～事業計画がすべてを決める～
「ビジネスプラン（事業計画）を考える」①
　～ワークシートに沿って事業の想いを記入～

株式会社HAL
コンサルタント

池田　孝行
11月６日土

第三講座
10:00～12:00

「創業および事業継続に必要な数字の知識」①
　・開業時に必要な資金を考える
・会計知識の基本　・決算書の読み方
・将来の損益計算書を考える

第四講座
13:00～16:00

「創業および事業継続に必要な数字の知識」②
　・損益分岐点の基本　～固定費と変動費の違い～
・資金繰りを考える　～入金と売上の違い～

「ビジネスプラン（事業計画）を考える」②

株式会社HAL
コンサルタント

牛木　章太
11月20日土

第五講座
10:00～12:00

「マーケティングとは何か」
　　　　～売れる商品には理由がある～
　・マーケティングとは？　・ブランディングとは？
　・売上を上げるために必要なこと

第六講座
13:00～16:00

「創業者が行う営業のツボとコツ」
　・創業者に欠かせないIT/ＳＮＳの重要性
　・営業スキルを上げるには

株式会社HAL
コンサルタント

池田　孝行
11月27日土

第七講座
10:00～12:00

「創業及び事業継続に必要な手続きや知識」
　・事業形態を選ぶ　～個人か法人か～
　・会社設立の手続き
　・税金の支払い等

第八講座
13:00～16:00

事例に学ぶ「創業塾」　～総復習編～
　・ビジネスプラン（事業計画）の仕上げ
「ビジネスプラン（事業計画）を考える」③

株式会社HAL
コンサルタント

池田　孝行
12月4日土

第九講座
10:00～12:00

「人材の有効活用」～人材の確保・定着のために～
　・ビジネスプラン（事業計画）の仕上げ
「ビジネスプラン（事業計画）を考える」④

第十講座
13:00～16:00

・ビジネスプラン（事業計画）の仕上
「ビジネスプラン（事業計画）を考える」⑤
創業への想いをアウトプットする
＊プラン作成出来ない方は創業塾の感想等を発表

必須

必須

必須

必須

必須

必須

必須



FAX:026-245-5096
必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込みください。

A4サイズにてFAXしてください。お申し込み先：須坂商工会議所

フリガナ

参加者氏名

（法人名）

男　・　女

FAX番号

住　所 （〒　　　　―　　　　　　 ）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代表者電話番号

受講形態

連絡先電話番号

創業地（予定も可） 須坂市　・　小布施町　・　高山村　・　その他（　　　　 　） ・  未定

会場で受講　　　　・　　　オンライン受講

個人　　・　　法人 （株式会社／その他（　　　　　 　　　　））　・ 　未定

　　　年　　　月ごろ開業　　　　予定　　・　未定

記載した事項及び受講に関する情報は、当創業セミナーの運営及び須坂市・小布施町・高山村の
特定創業支援等事業に関する調査のため共有することに同意します。

（　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　）　　　・　　　未定創業業種

創業時の人格（予定）

　　　年　　　月 開業　　　従業員数（　　　　人）

創業予定の時期

既に創業された方

個人情報利用の同意

重要事項確認　下記の記載を必ずご確認の上お申し込みください。

連絡先 E-mail

※既に創業された方も含め、いずれかに◯印、ご記入をお願いします。

※いずれかに◯印をお願いします。

※

※いずれかに◯印、ご記入をお願いします。

須高創業セミナー2021 申込書
（オンライン受講も可能 ※下記欄から選択できます）

※オンライン受講の手順

性
　
別

年
　
齢 才

※申込み期限：10月26日㊋

・インターネットができる環境があることが前提となります。今回は「Zoom」を利用します。
・受講日は、商工会議所からお送りした「招待メール」のURLをクリックしていただき、
　お申込時に記入された“お名前”を入力し入室してください。
・本講座を受講する際のインターネット接続費用、通信費等は受講者にてご負担ください。



創業をバックアップ!!

須高創業セミナー2021は須坂市・小布施町・高山村の創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等 
事業です。必修科目を含む７講座以上に出席された方は、須坂市・小布施町・高山村が発行する証明
書により、以下の支援を受けることができます。

□市町村内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
□創業関連保証の事業開始６か月前からの利用
□日本政策金融公庫新創業融資制度での自己資金要件充足
□日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

特定創業支援等事業を受けた場合の支援制度

※証明書交付の申請期限：当創業セミナー終了から１年以内
※証明書の有効期限：令和５年３月31日（ただし、創業後の方は開業日から５年を経過しない日）

〒382-0091 長野県須坂市立町1278―1
TEL.026-245-0031　FAX.026-245-5096

須坂商工会議所

〒382-0047 長野県須坂市大字井上1835-1（インター須坂流通産業団地内）
TEL：026-251-2255　FAX：026-247-0066

特定非営利活動法人　信州ＳＯＨO支援協議会

●お問合せ先

屋島橋

至村山

至
須
坂
市
街

至
長
野
市

須坂市技術情報センター須坂市技術情報センター
主要地方道長野・須坂インター線

上
信
越
自
動
車
道

須坂長野東IC入口 40
3

コープながの様

幸高・福島線

会場案内図

日
通
様

ビオトープ
建
物

道 路

※駐車場完備

P
P

須坂長野東IC

※この事業は商工会議所経由で国からの補助金を活用し、創業支援等事業者（須坂商工会議所・小布施町商工会・
　高山村商工会・特定非営利活動法人信州SOHO支援協議会）が実施しています。

須坂商工会議所では「創業」を検討されている方または興味
をお持ちの方を対象に、事業をはじめるための心構え・ビジ
ネスプラン（事業計画書）の作成・融資制度や事例の紹介な
ど創業に役立つ実践的知識等を習得するための講座「須高創
業セミナー」を開催いたします。創業に向けたスキルアップ
のためぜひご参加ください。


