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申込み・問合せ

前期課程（２日間）

・創業に必要な

ブラッシュアップ期間（

前期課程の講義内容を

※ブラッシュアップ

後期課程（１人あたり５０分）

数多くの企業の

業時の課題や不安を解消し

カリキュラム

講義・
あなたの創業

師

前期課程 平成２

後期課程 平成２

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

公益財団法人函館地域産業振興

0801 函館市桔梗町３７９番地３２

staff_s01@techakodate.or.jp

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

み・問合せ

２日間）

・創業に必要な実践的知識を

ブラッシュアップ期間（

の講義内容を

ブラッシュアップ後の事業計画を

１人あたり５０分）

数多くの企業の立ち上げに携わってきた講師が

課題や不安を解消し

カリキュラム

土井

(株

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

です。販路拡大

道内外で起業

動をしております。

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

講義・演習や個別相談
あなたの創業

平成２８年２月９日

平成２８年３月

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

公益財団法人函館地域産業振興財団（

函館市桔梗町３７９番地３２

staff_s01@techakodate.or.jp

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

～事業成功

知識を得るための講義および演習

ブラッシュアップ期間（５週間

の講義内容をもとに、

後の事業計画を

１人あたり５０分）

立ち上げに携わってきた講師が

課題や不安を解消し、あなたの創業をバックアップします！

土井 尚人

株)ヒューマン・キャピタル・マネジメントは

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

です。販路拡大

道内外で起業

動をしております。

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

演習や個別相談
あなたの創業をバックアップ

平成

年２月９日

年３月２４

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

財団（函館市

函館市桔梗町３７９番地３２

staff_s01@techakodate.or.jp

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2
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～事業成功のコツを集中的に獲得

得るための講義および演習

週間） ～

、後期課程まで

後の事業計画を期間内に

１人あたり５０分） ～事業計画の

立ち上げに携わってきた講師が

あなたの創業をバックアップします！

氏 （株）

  （株）

ヒューマン・キャピタル・マネジメントは

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

です。販路拡大、資金調達

道内外で起業化セミナー

動をしております。また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

演習や個別相談により
バックアップ

平成２

年２月９日(火)、１０日

２４日(木)、２５

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

函館市産業支援センター

函館市桔梗町３７９番地３２ Tel：

※詳細、申込用紙等は

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

のコツを集中的に獲得

得るための講義および演習

～各自の

後期課程までに各自

期間内に函館地域産業振興財団

事業計画の

立ち上げに携わってきた講師が、各自の事業計画に対するアドバイスを通じ、

あなたの創業をバックアップします！

）ヒューマン・キャピタル・マネジメント

）イーベック代表取締役社長

ヒューマン・キャピタル・マネジメントは

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

資金調達、組織活性化等のコンサルティングを行うほか

セミナー、経営者向け経営塾などの企画・

また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

により事業計画を
バックアップします！

２７年度

１０日(水)（２日間）

２５日(金

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

産業支援センター）

：0138-34

申込用紙等は下記

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h2

のコツを集中的に獲得

得るための講義および演習

の事業計画をブラッシュアップ～

各自が事業計画をブラッシュアップします

函館地域産業振興財団

事業計画の課題を解消する個別相談～

各自の事業計画に対するアドバイスを通じ、

あなたの創業をバックアップします！

ヒューマン・キャピタル・マネジメント

代表取締役社長

ヒューマン・キャピタル・マネジメントは

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

組織活性化等のコンサルティングを行うほか

経営者向け経営塾などの企画・

また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

事業計画を
します！

募集締切：

年度

（２日間）

金)（いずれか

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

）

34-2561

下記 WEB サイト

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h27sougyoujuku.

http://www.techakodate.or.jp/org/kensyukai/h27sougyoujuku.

のコツを集中的に獲得～

業計画をブラッシュアップ～

事業計画をブラッシュアップします

函館地域産業振興財団へ提出し、

課題を解消する個別相談～

各自の事業計画に対するアドバイスを通じ、

あなたの創業をバックアップします！

ヒューマン・キャピタル・マネジメント

代表取締役社長、ドラッカー学会

ヒューマン・キャピタル・マネジメントは、東証一部上場企業から個人

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

組織活性化等のコンサルティングを行うほか

経営者向け経営塾などの企画・

また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

事業計画をブラッシュアップ

募集締切：平成２

（２日間）※前後期セット受講

（いずれか 1 日

：函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

サイトをご覧ください。

sougyoujuku.

sougyoujuku.

業計画をブラッシュアップ～

事業計画をブラッシュアップします

提出し、ＩＭと個別相談を行う

課題を解消する個別相談～

各自の事業計画に対するアドバイスを通じ、

ヒューマン・キャピタル・マネジメント 代表取締役

ドラッカー学会理事

東証一部上場企業から個人

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

組織活性化等のコンサルティングを行うほか

経営者向け経営塾などの企画・運営

また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

ブラッシュアップ

平成２８年１月

前後期セット受講

日 1 時間程度

をご覧ください。

sougyoujuku.pdf

sougyoujuku.doc

業計画をブラッシュアップ～

事業計画をブラッシュアップします

個別相談を行う

課題を解消する個別相談～

各自の事業計画に対するアドバイスを通じ、

代表取締役社長

理事

東証一部上場企業から個人

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

組織活性化等のコンサルティングを行うほか

運営および講師活

また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

ブラッシュアップし

年１月１５日（金）

前後期セット受講です

時間程度）

をご覧ください。

個別相談を行う。

各自の事業計画に対するアドバイスを通じ、創

社長

東証一部上場企業から個人

開業飲食店まで様々な会社の開業や新分野進出の支援を専業に行う会社

組織活性化等のコンサルティングを行うほか、

および講師活

また、経済産業省の委員やマネージャー、道内金融機関

とＬＬＰのファンドを立ち上げるなど、幅広く起業家支援を行っております。

し、

日（金）



本創業塾では、これまで数多くの起業家を育成した実績のある専門家による講義・演習のほか、各自

の事業計画について個別面談により問題点を解決し、事業計画のブラッシュアップを図ります。

“これから創業予定の方や創業後間もない方、新事業展開等をお考えの企業の方” ご自身の事業計

画を見つめなおしてみませんか？本創業塾は、みなさまの事業を成功に導くバックアップをいたしま

す！

１ 日   時  前期課程 平成２８年２月９日(火) ９：００～１７：３０（講義後、交流会あり）

                    １０日(水) ９：００～１７：００

         後期課程 平成２８年３月２４日(木)、２５日(金)（いずれか１日、１時間程度）

         ※前後期セットで受講していただきます。

２ 会   場  函館市産業支援センター（函館市桔梗町３７９番地３２）

３ カリキュラム  前期課程 ・創業に必要な実践的知識を得るための講義・演習

              ・講師、受講者との交流会

         ～～ 後期課程までの期間で各自が事業計画をブラッシュアップ ～～

         後期課程 ・個別事業相談

４ 参加対象者  函館地域（函館市、北斗市、七飯町）で創業を予定している方、創業後間もない方、

新事業展開等を考える企業の経営者や企画担当者

         ・ＵＩターンにより函館地域で創業を予定している方

         ・新事業展開や新分野進出を考える企業の経営者や企画担当者

         ・創業バックアップ助成金の応募を目指す者  など

５ 参加者募集

(１)募集期間 平成２７年１１月２５日(水)～平成２８年１月１５日(金)

(２)募集人数 １５名（定員に達し次第募集を締め切らせていただきます）

(３)申込方法 所定の参加申込書に事業計画書を添付し E-mail または持参により申込み

  ※申込書等は函館地域産業振興財団のホームページからダウンロードできます。

６ 参 加 料  無料（交流会費および昼食代は参加者負担となります）

７ 主   催  （公財）函館地域産業振興財団、函館市、北斗市、七飯町

８ 注意事項など  

※ ご提出いただいた参加申込書および事業計画書は返却いたしません。

※ 事業計画書は、事前に作成していただくことにより参加者各自の講義の理解が深まることを目的

として提出していただくものです。また、特別なノウハウや秘密事項については、申込者の責任に

おいて対応をお願いいたします。

※ 記載していただいた個人情報については、本創業塾に関するもののほか、函館地域産業振興財団

が函館地域の自治体と共同で行う創業支援事業の参考データとする場合以外は、一切使用いたしま

せん。また、個人情報については、厳重に管理いたします。

※ 参加者は、次のことについてご協力ください。

  ・受講後のアンケート等の提出        

  ・函館地域で事業化した場合、函館地域産業振興財団及び函館地域の自治体が実施する創業支援事

業での事業成果の発表など

※ 本事業は「創業支援事業計画」の特定創業支援事業として位置づけられています。本事業による

支援を受けた方が創業する際には登録免許税の軽減などの優遇措置を受けることができます。詳し

くは函館地域産業振興財団までお問い合わせください。

募 集 要 領


