
公益財団法人相模原市産業振興財団令和元年度創業 起業総合支援事業 共催 相模原市教育委員会
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相模原市立橋本図書館 相模原市緑区橋本3‐28-1ミウィ橋本6階

公益財国法人 相模原市産業振興財団

TEL:042口 759‐5600

相模原市中央区中央 3123相 模原商工会館 本館 4階
TEL:042‐ 759-5600 Ema‖ :soho@ssz orip
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融資・助成金の活用
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これから創業・創業間もない・新規事業の立ち上げを応援します :

製造業・商業・IT・ サービス業など各分野のエキスパー トが集結 !創業の状況に合わせ、

1対 1で個別に相談をお受けします。過去6年間の合計相談件数は900件以上 !お気軽にご相談ください !

専門相談員が
お待ちして
おります

予約日時に会場へ
橋本図書館の (創業相談室)ヘ

お越しください

相談依頼票に記入
メールや FAX等で

お送りください

電話で予約
相談希望日の 1週間前までに

お申し込みください

[申込み ]

予約空き状況の確認や相談依頼票のダウンロードできます
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創業応援サイト
「相模原 SOHOスクエア」

HP,httpsプ/SOhO Ssz orJp/



今和元年度

スケジュール:後期

10月
   11目 {童 ;

16日 (水)

26日 (土)

14:00～ 19:30
11:00～ 17:00
14:00～ 19:30
11:00～ 17:00

専門相談員のご紹介
専門相談員が日替わりで個別にみなさまのこ相談に応じます。

岩瀬 敦智 氏
中小企業診断士。経営管理修士 (MBA).法 政大学大学院 lM

研究科兼任講師。流通科学大学非常勤講師。(株)高島屋を経て

経営コン

'ル
タン トとして独立後 中Jヽ企業の経営支援に従事。

主な書書に「マーケテイング リサーチ」 (同文館出版)「速修
テキス ト3企業経営理論Jなど.

村上 知也 氏
いにきわい研究所代表取r・●役、中小企業診断士。大手システム
インテグレータて ITコ ンサルタントとして活躍後 独立.得
意分野はお金をかけない webマーケティング。ホームページ
やネットショップの改善により 売上アップの支援を多数実施
している。主な書■に「ゼロからはじめる売上アップのため
のネット活用 J(翔泳社)がある。

高橋 規尊 氏
ザ マネジメン ト コンサルタン ト代表。中小企業診断士。

産業用機械メーカーの営業管理職を経て独立。「お客様への貢献

無くして、我々の存在意義は無し」を経営理念に掲げ 得意

分野てある「製造業の営業 マーケティング」を中′らに 成果

を上げる協働支援を展開している。

中島 文平 氏
中小企業診断士。経営管理修士 (MBA)。 タト資系大手飲食チエー

ンの日本法人で 10年以上に渡り店長を歴任した後 コンサ

ルタン トとして独立。徹底 したサービス強化で知られる同
チェーンで培つたノウハウを活かして 飲食業 小売業の店

長支援などに取り組む。法政大学大学院 lM研究科特任講師.

小沼 梨沙 氏
中小企業診断士 管理栄養士 MBA(経 営管理修士)。 大手

食材宅配会社にて治療食メニュー開発業務 医療統計データ
サービス会社にて事業開発 コンサルティング業務に従事。
2012年 に「食と栄養」を専F月 とする経営コンサルティング

事務所を設立.業種 地域を問わず経営コンサルティングや

人材育成を積極的に行つている。

内田 聡 氏
経営コンサルタント。中小企業診断士 MBA(経営管理修士)。

大手楽器店にて 販売員 店長 マネージャーに従事した後独立。

新人賞 月Fe5売 上全国 1位等受賞暦多数。小売業の現場て

培ったノウハウを有しており、現場に即した実務家を育成して
しヽる。

廣野 希 氏
中小企業診断士 MBA(経 営管理修士)法 政大学大学院特任

講師。不動産 保険業界での営業 マーケテイング経験から培つ

た 顧客の心に響くストーリー作りのノウハウ
ン

を活かし「会
社の魅力を 10倍わかりやすく伝えるコンサルタント」として

活動中.専門はマーケティング コミュニケーション

(広告 PRダイレクト マーケティング 販売促進 人的販売).

11月 1日 (金 )

8日 (金 )

16日 (土 )

19日 (大 )

28日 (木 )

14:00～ 19:30

14:00～ 19:30
11:00～ 17:00
14:00～ 19:30
14:00～ 19:30

12月 4日 (水 )

10日 (火 )

14日 (土 )

18日 (水 )

26日 (木 )

14:00～ 19:30
14:00～ 19:30
11:00～ 17:00
14:00～ 19:30
14:00～ 19:30

1月

29日 (水)☆

5日 (水)

12日 (水 )

20日 (木 )

23日 (日 )

27日 (本 )★

14:00～ 19:30
14,00～ 19:30
14:00～ 19:30
11:00～ 17:00
14:00～ 19:30

3月 3日 (火 )

1 1 日   (水 )

19日 (木 )

26日 (木 )

29日 (日 )☆

14:00～ 19:30
14:00～ 19:30
14:00～ 19:30
14:00～ 19:30
11:00～ 17:00

平日      休日
①14:00～        ①ll:00～

CD15:30～         213:00～

017:00～        014:30～
018:30～の4コ マ 016:00～の4コ マ

〔ご注意]★ マーク相談会 よ 通常の■議会と
会場が異なります。

無印:相模原市立橋本国書館
相模原ち緑区橋本 )231ミ ウィ権本 6階

☆:相模原市立産業会館
棺構原帝中央区中央3121

・内装工事業
・エクステリア修理業
・輸入業
・ リラクゼーションサロン事業
・飲食業 (カ レーレストラン)

・葬儀業
・清掃業・造園業
・福祉用具貸与事業
・ジューススタンド事業
・広告業
・不動産仲介業
・エステティックサロン etC

こ の 相 談 会 か ら 創 業 さ れ ま し た !倒 業の支援実績のある事業の―口)

・ベーグルの製造販売
・介護福祉タクシー事業
・ケーキとバンの製造販売
・整体・カイロのヒーリングサロン

翻訳、英会話、心理カウンセラー
・中古車ネット販売

リフォームエ事業
・電気工事業
・車体の磨き上げ事業
・障害者の介護事業
・プリントショップ事業
・福祉機器の製造・設計販売事業

・バンの製造販売
・リハビリ特化型デイサービス事業
・デザイナー (HP、 バンフレット、名刺等)

・飲食業 (オーガニックレストラン)

・ボディジュエリー&フ ォトスタジオ事業
・税理士事務所
家具製造・修理業

・英国式オーラソーマサロン事業
飲食業 (エ スニックレストラン)

・住宅メンテナンス事業
・お菓子教室・料理教室事業
・接骨院事業

8日 (水)  14:00～ 19:30
15日 (水)   14:00～ 19:30

11:00～ 17:00

11:00～ 17:00
14:00～ 19:30

2月

日

土

日

日

９

５

１

２

相談時間はお一人1コ マ1時間以内です

[申込み ]

TEL:042‐ 759‐ 5600[I育晶亀季]公益財団法人 相模原市産業振興財団


