
 
 
 
 
 
 
  
 大阪商工会議所は、大阪府内で創業・開業を目指す方を対象に、「大商開業スクール」を開催します。 
今年は、大阪市との連携により「特定創業支援事業」として実施します。前回の創業補助金は同事業を受け

ることが応募要件になりました。次回要件は未確定ですが、他にも各種優遇が受けられ、成功への近道です。 
事業経営についての万全のカリキュラムに加え、参加者それぞれの準備段階に応じた伴走支援を行い、 

一人一人の事業プランをブラッシュアップして確実な創業を一緒に目指します。   
「大商開業スクール」の６つの特徴 

(NEW)税金や補助金で優遇あり！ 
本スクールは特定創業支援事業です。８割以上受講し修了された方は、登録免許税の軽減
や融資条件の優遇、創業補助金の応募資格が得られるなどの優遇措置があります。 

★ビジネスプランコンテストに推薦！ 
優秀なビジネスプランを来年１月頃予定の「大阪起業家スタートアッパー第７回ビジネスプラ
ンコンテスト」へ推薦します（採択されれば最大年１００万円の補助金が３年支給されます）。 

★創業仲間ができる！ 交流会やグループワークを通じ、講師と、また受講者同士のつながりができます。 

★公的融資につなげる！ 
融資を必要とする事業計画は、大阪府の「開業サポート資金」や日本政策金融公庫の「新創
業融資」への紹介等をいたします（融資の実行を保証するものではありません）。 

★専門家が無料で相談・指導！ 
スクール開催中、終了後を問わず、大阪商工会議所が無料で創業に関する各種相談に対応
します。また、訪問指導が必要な場合、専門家の無料派遣等が可能です。 

★創業後もフォローアップ！ 
大阪市内での創業後は､大阪商工会議所の経営指導員が継続的経営指導やフォローアップ
を行います。   

「大商開業スクール」  概要とカリキュラム 

  

主 催 
大阪商工会議所 経営相談室   〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２番８号 
電話  ０６－６９４４－６４７３  FAX ０６－４７９１－０４４４ 

協 力 
大阪市、日本政策金融公庫 大阪創業支援センター､大阪信用保証協会､ 
大阪信用金庫､大阪シティ信用金庫､大阪商工信用金庫､北おおさか信用金庫､近畿大阪銀行 

 

下記全５回 １０：００～１６：００（注：初日と最終日は引続き交流会を開催し１８時終了予定） 
受講料: １０，８００円（資料代・交流会費・税込） 
開催場所：大阪商工会議所（大阪市中央区本町橋２－８、地下鉄「谷町四丁目」「堺筋本町」より徒歩） 
     ４日目午前は大阪企業家ミュージアム（大阪市中央区本町１－４－５、大商より徒歩すぐ） 

日  時 テーマ 内  容 講  師 

＜１日目＞ 
平成２８年 
１０月１５日（土） 
 

オリエンテーション 
・ビジネスプランの作成について 
・全体案内、各種優遇措置についての説明 大阪商工会議所事務局 

ビジネスプランの説明 
経営理念と経営戦略 

・ビジネスプランの作成方法､作成時のポイント 
・経営理念の重要性 / 他社との違い、差別化集中戦略 
・フレームワークを使ってビジネスの仕組みを考える。 

中小企業診断士 
山岸祥治氏 

創業のやりがい－先輩
起業家から学ぶ－ 

・創業からこれまでの道のり 
・創業にあたっての心構え 

ワイン・グローリアス 
代表 辻 功一氏 

交流会① 
・講師と、また受講生同士の交流を通じて 
５日間を乗り切ろう！ 

山岸祥治氏  
石橋経営会計事務所 
所長 石橋研一氏 

＜２日目＞ 
１０月２２日（土） 
 

マーケティングの基礎 
営業戦略の立て方 
組織と人材育成 

・マーケティングサイトや統計情報の利用 
・新規顧客開拓法､リピーターを増やす法 
・PRの手段と手法 
・リーダーシップや人的資源という考え方 

山岸祥治氏 

経営に不可欠な会計知識 
創業時に必要な手続きと税金 

・収支計画の立て方 
・創業時に必要な手続き、税金の基礎知識 石橋研一氏 

＜３日目＞ 
１０月２９日（土） 
 

創業資金調達のポイント 
・創業準備の留意点、資金調達の方法 
・融資担当者に響く創業計画書の書き方 
・創業融資の制度・手続き・相談方法 

日本政策金融公庫 
大阪創業支援センター 
所長 比留間大輔氏 

自社の収支計画を 
作成してみる 

・融資を受けるための収支計画をつくってみよう（演習） 
山岸祥治氏 
石橋研一氏 

＜４日目＞ 
１１月 ５日（土） 
 

先輩経営者の企業家 
精神と志 

・明治以降、大阪で活躍した企業家に学ぶ 
大阪企業家ミュージアム 
事務局長 廣田雅美 

ビジネスプランの作成 
 

・ビジネスプランを作成し、自分の事業を文章化して説明
する（演習） 

山岸祥治氏 
石橋研一氏 

＜５日目＞ 
１１月１２日（土） 
 

実践ビジネスプランの
ブラッシュアップ 

・各自のビジネスプランの発表（グループワーク） 
・ブラッシュアップ（討議および講評） 

山岸祥治氏 
石橋研一氏 

大商の創業・経営支援 
・大阪商工会議所の創業支援事業 
・各種支援制度の具体的な利用法 大阪商工会議所事務局 

交流会② ・祝！修了！！   山岸祥治氏、石橋研一氏 

＊コーディネーターとして、山岸祥治氏が全講座・交流会に出講します。 
＊実施プログラムに一部変更が生じる場合がございます。予めご了承ください。 

１０月１５日スタート、土曜日５回で創業のアイデアを完成！ 



   
振  込 申込後すみやかに次のいずれかの銀行口座にお振込ください（振込料は受講者負担）。 
     振込時には、ご依頼人№10 ケタ「９１０９４００１１４」と申込者氏名をご入力下さい。 
      下記３行と埼玉りそな銀行各本支店のＡＴＭからは振込手数料が不要です。 
振 込 先 りそな銀行･大阪営業部（当座）０８０８７２６ 
           三菱東京ＵＦＪ銀行･瓦町支店（当座）０１０５２５１ 
           三井住友銀行･船場支店（当座）０２１０７６４ 
          いずれも口座名義は 大阪商工会議所（オオサカショウコウカイギショ） 
受付締切 申込書と振込が確認できた方から先着順で受付し、定員（30 名）になり次第、締切ります。 
受 講 票 開催日の 1週間前頃に受講者宛にメールまたは FAXにてお送りします。届かない場合はご連絡下さい。 
問 合 先 大阪商工会議所 経営相談室 電話  ０６－６９４４－６４７３  FAX ０６－４７９１－０４４４ 
 
 
 
 
 
ＦＡＸ．０６-４７９１-０４４４                 大阪商工会議所 経営相談室 行 
 （ＦＡＸ番号はお間違えのないよう、ご注意願います） 
 

大商開業スクール 2016（10/15～11/12）参加申込書 

フリガナ  フリガナ  

氏  名           企 業 名  

E-mail  

連絡先 
 
【該当に☑】 

〒   － 

 
【 □ 会社  □ 自宅  □ その他（                    ）】 

電  話  Ｆ Ａ Ｘ  

携帯電話  

現 在 の 職 業 
①会社員 ②経営者･役員 ③専業主婦 ④パート・アルバイト 
⑤学生  ⑥その他（                    ） 

創業（予定）時期 年    月 性  別 男 ・ 女 
創業予定地 (☑) 
(予定で可) □ 大阪市内（       区）   □ 大阪府内（        市） 

受  講  料 10,800円を   月    日に           銀行へ振り込みます 

ご記入頂いた情報は､大阪商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、大阪府および講師には参加者名簿として提供します。 
 

ホームページからも申し込めます       http://www.osaka.cci.or.jp/dssg/ 
                                   または   検索 大商開業スクール 2016  ☜ 

講師プロフィール     創業時に起こりがちな“悩み”や“トラブル”とその解決方法を知り尽くした講師陣  

中小企業診断士  山岸祥治氏  

1960年生まれ。84年に和歌山大学経済学部を卒業後、松下電器貿易㈱に入社、北米向け輸出実務、物流合理化等に携わる。親に懇願

され家業のお好み焼き店を手伝うため 87 年松下電器貿易を退社、店舗の運営・開発にあたる。店舗の所属するショッピングセンターで組

合役員を経験、企業連携・共同事業の現場にたつ。若い経営者に自分と同じ失敗をしないように支援したいと思い 45 歳で中小企業診断

士資格取得、活動を始める。顧客データ分析や経営戦略の再構築を得意とする。コンサルティング理念は「店作りは人づくり､人づくりは自

分づくりから！」 中小企業組合士･SC経営士  

石橋経営会計事務所 税理士･中小企業診断士 所長 石橋研一氏 
決算書２期分を見て、社長と３０分話せば、その会社のヒト・モノ・カネがほぼすべて把握できる財務コンサルタント。 

1995 年大阪大学経済学部卒業後､住友銀行入行。1998 年公認会計士事務所入所､税理士業務に加え､さまざまな財務コンサルティング

業務に従事｡2006 年独立｡税務顧問として中小企業経営者の経営全般の相談に対応する傍ら､資金調達や事業再生のコンサルティング

業務にも幅広く従事している。一般社団法人大阪中小企業診断士会／理事、大阪府中小企業再生支援協議会／個別支援チーム構成

員、近畿大学経営学部非常勤講師。  

ワイン・グローリアス 代表 辻 功一氏 
業務用酒販店、ディスカウント店、ワイン専門店、ワインインポーターと長年酒類業界に従事。その間にソムリエ資格や利酒師等の資格も取

得し 2004年、ワイン専門店ワイン・グローリアスを起業。30数年の経験や人との繋がりを活かし、独立当初より「顔の見える生産者のワイン」

を合言葉に、現在はイタリアワインを中心に 3500アイテムを取り扱う。また、オープン翌年の 2005年からは、大阪商工会議所会員のための

ネットショップ開設サービス「b-SmileShop」に加入し、現在会員数約4000名の利用者向けに販促活動やイベント案内も積極的に行う。現在

は店頭販売とインターネット販売が中心、近い将来 b-SmileShop を利用してレストラン卸（B to B）も展開予定。  

日本政策金融公庫  大阪創業支援センター 所長 比留間 大輔氏 

平成 13年 国民生活金融公庫（現：日本政策金融公庫）へ入庫、三鷹支店、十三支店、本店等に勤務。 

平成 26年 事業企画部調整総務グループ 上席グループリーダー代理 

平成 28年 4月より現職。 

■お 願 い  本事業は大阪府の補助金を受けて開催いたしますので､実施報告が必要なため 
 参加者には必ず簡単な受講アンケートのご提出をお願いいたします。 


