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“ビジネスのタマゴ”を羽ばたかせる場所。

BusiNest News
どこからともなく金木犀の香りが漂い、
コンビニではおでんや肉まんの販売がはじまりました。
食欲の秋、読書の秋の訪れと共に秋も皆様のお役に立てるセミナー、
相談会を開催してまいります。ぜひご参加ください。

オープンキャンパス DAY 東京校 2017 開催 !
昨年、たくさんの地域

第４期アクセラレーターコーススタート !

BusiNest は「すきなこと」でビジネスにチャレンジする方、
チャレンジしたい方を応援する施設です！

9 月 1 日より、第４期アクセラレーターコースがスタート

の皆様をお迎えし、中小

しました。同日には今回の参加チーム４者とメンターの方々

企業大学校東京校を知っ

秋の気配が近づいてきました

が集合し、キックオフイベントを行いました。

て頂くことを目的とし実

第 4 期で特筆すべきは、対象分野を「IoT ビジネス」に

施しましたこのイベント。

BusiNest（ビジネスト）があります中小企業大学校東

絞り込み、すべてのチームが IoT と関連を持つ事業に着手し

ご好評をいただき、今年

ていることです。

ます。

ねこの健康問題を解決する「ねこト IoT」やお酒の飲みすぎ

も下記の日程にて開催し

京校の中庭を歩いていると、ここ数日、季節の変化を感

じます。今まで緑一色であった木々も、少しですが色づ

参加チームはバラエティに富んだチームが選ばれており、

日時；10 月 22 日（日）

き始め、落葉もちらほらと。いつの間にか日陰も長くなり、
半袖での肌寒さも。新たな季節の始まりですね。

を防ぐ「ウェアラブルデバイス」、AR を用いた「トラベルア

開催時間；10 時～ 15 時

プリプラットフォーム」
、保険の請求代行サービスなどこれか

中小企業大学校東京校にも新たな始まりが。それは

イベントⅠ

らの成長が期待されるものばかりです。これから来年２月末

「オープンキャンパス DAY 東京校 2017」。第 2 回目と

イベントⅡ

（進捗発表会）でのディスカッションを通じて、試行錯誤を

京校」「BusiNest 創業ビジネス EXPO」など、 楽しく・

多摩 CRAFT MARKET

までの６ヶ月間、数々のメンターからの助言や、毎月のデモ

わくわく体験東京校

なる今年は「多摩クラフトマーケット」「わくわく体験東

繰り返しながら、ビジネ

イベントⅢ

スはもちろんのこと、自

今年もご家族で一日楽しめるイベントを企画しました。

プしていきます。これか

BusiNest 創業ビジネス EXPO

皆さんのご来場をお待ちしております。

大好評につき 第３回 東大和
地域クラウド交流会 開催決定！

１日を楽しんでみませんか。

（井上 / 記）

16

土

14:00-16:00 中小企業診断士セミナー

20

水

10:00-12:00

できる機会を設けたい！」という思いが実現
することになりました。

ふたばの会 プチセミナー
「お金のギモンにズバリ回答！」

13

金

17:00-19:00 ３金会（BusiNest 会員プレゼン会）

22

日

10:00-15:00 オープンキャンパス DAY 東京校 2017

24

火

10:00-12:00

・会場

これは、 東京校のオープンキャンパス

DAY 内のイベントとして行うもので、会員様

にビジネスの PR や販路開拓の機会を設け

担当者：藤間（ふじま）、堀江（ほりえ）、相地（あいち）、井上（いのうえ）

いけないことに追われながら老体（？）に鞭打っています。早く温泉にじっ
くり浸かりたい〜！
！とボヤき気味の私ですが…。このまま年末突入なんて
ことにならないように、今から気持ちだけは逃避行？！

(koba）

Facebook やってます！チェック & いいね！をお願いします。

https://www.facebook.com/smrj.bsuc

Printed in Japan

向けての準備におおわらわです。夏の疲れが癒えない上に、やらなくちゃ

しています。

2017 年10 月 22日（日）

10：00 ▶︎ 15：00

ご挨拶
2017 年秋「BusiNest 創業ビジネス EXPO」を初開催します。BusiNest（ビジネスト）は中小企業大学校

東京校（東大和市）を拠点に、2015 年春より創業を目指している方々へのサポート活動を実施しており、
現在では約 250 名が入会しています。創業支援専門家であります BusiNest ビジネスコーチとデザイン
コーチが、少しでも多くの方々に BusiNest 会員の商品やサービスを知っていただきたい、その想いか

ら企画したイベントです。とっても元気な創業者 10 者が展示コーナーをご用意して 10 月 22 日（日）に
皆さまのお越しをお待ちしております。ぜひとも直接、商品やサービスを見て触って、創業者 10 者と話

をしてみてください。新たな発見があるはずです。当日は「多摩クラフトマーケット」など他のイベント
も同時開催しています。年に 1 度の「ワクワクする東京校」にお越しいただければ幸いです。

BusiNest

BusiNest 創業ビジネス EXPO 実行委員会

お問合せ▶︎▶︎▶︎

チーフマネジャー

藤間輝雄

042-565-1195 担当 馬込（まごめ）

2017 年 10 月 22 日
（日）10 時～ 15 時
中小企業大学校東京校 交流室

◇出展者（敬称略・50 音順）
・江藤 梢（株式会社コトリコ）

・亀澤一公（株式会社ヘッドライトジャパン）

・川崎大輔（合同会社アセアンプラスコンサルティ
ング／株式会社アセアンカービジネスキャリア）

誇る10 者
（社）

・木谷 怜（Art Shell）

創業者」たち

・佐藤健陽（佐藤たけはるカウンセリングオフィス）

の「 キラキラ
第 1 回 第 13 号
発行所 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 BusiNest

ビジネストの一年で一番忙しい季節が到来。オープンキャンパス DAY に

TEL : 042-565-1195（ダイヤルイン）
e-mail : businest@smrj.go.jp

ることを目的に
BusiNest が

Vol.

風物詩と旬：月見団子、鈴虫、コスモス、なす、かぼちゃ、梨、柿、
運動会、ハロウィン、読書、松茸、金木犀、サンマ、
芸術、イチョウ、ぶどう…

〒 207-8515 東京都東大和市桜が丘 2-137-5
中小企業大学校東京校東大和寮 3 階 BusiNest

13 2017

BusiNest

BusiNest 創業ビジネス EXPO 2017

2017」を中小企業大学校東京校で開催し

ます。

EC 多摩カフェ（ハンドメイド・
雑貨ネットショップ開設体験談）

・タイトル
・日時

示 商 談 会「BusiNest 創 業ビジ ネス EXP0

10 月予定

◇概要

BusiNest では、はじめての試みとして展

創業するなら★ BusiNest

9 月 / 長月（ながつき）
・10 月 / 神無月（かんなづき）

黒板 POP

創業ビジネス EXP0 2017 開催

スタッフ達の「会員様の取り組みを発信

中小企業大学校 東京校《東大和》

編集後記

http://businest.smrj.go.jp

（藤間 / 記）

キラキラ人に会える。BusiNest

9 月予定

日時；2017 年 11 月 18 日（土曜）
開催時間；14 時～ 17 時
開催場所；中小企業大学校東京校
参加費；1,000 円（税込み）※事前予約不要
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日暮れには、蝉の声や鳥の声にまじり、
虫の声もたくさん聞こえてきます。

ら２月まで参加チーム

今後の BusiNest 開催イベント予定

つながる。広がる。うまれる。～多摩地域の元気な起業
家応援事業・地域活性化事業～を下記の日程で開催します。
是非ご参加ください。

月

10 月 22 日（日）は仲間を誘って、東京校でゆっくりと

分自身もブラッシュアッ

せん！

9/10

美味しく・元気なイベントが盛りだくさんです。

の成長から目が離せま

詳しくは 中小機構ビジネスト で検索

ビジネストからの風景

2017 / No.16

が、 皆さまの

お 越しをお 待

ちしています！

（馬込 / 記）

・近藤将人（合同会社ジーン）
・辻 洋一郎（新光舎）

・原田文恵（ことの葉舎）

・蓑毛里枝子（ポーラビット）

・三輪光彦（MIWACS 株式会社）

BusiNest の窓からはまだ蝉の声がしています
が、夜になれば秋の虫の声も聞こえてくる今日
この頃です。季節の移ろいを感じながら、夏の
疲れでボロボロの体をごまかしつつ秋のイベン
トシーズンに突入！！ … 汗 〈 編集：kobayashi 〉

BusiNest

会員さまの “ つぶやき ”
（代表
新光舎
（しんこうしゃ）

Event Report!

辻 洋一郎 / つじ よういちろう）
宝 飾品を 作 る技 術

宝飾品の美しさ、格好良さ、高級品を所有

を培っていく中で、天

し身につけることの意味を宝飾品を作る技術

飾 品 の 優 美さや 本 物

提供し、人の進歩に貢献していくことを目的

然 の 素 材 を 使った 宝
の良さを知っていただ

き、皆さまの生活を彩

る役に立ちたいと、長年願い続けてきました。
ビジネストは 2 年前の東大和市創業塾で知

辻 洋一郎 氏

100 年あまり、ダイヤモンド・サファイヤ・ルビー
などの宝石と金・プラチナを原材料とする宝

は互いを支えあいながら自分たちの事業が成
長するように頑張っています。

房です。最初から最後まで手作業で作るの
が特徴で、伝統的鍛造製法により重厚感と
高級感のある宝飾品を生み出しています。

私たちの理念は「人々の豊かで新しい創造

的な生活に貢献し、人の心に深い喜びと感
動をもたらす」

授業スタート。「解決方法は１つではない。失敗

いと考えています。

は成功のもと」という事を学んだところで後半

宝飾品にご興味が沸いたら、お気軽にお声

課題が出されま

した。参加した
親子で試行錯誤
しながら厚紙と
セロハンテープ
で色々なオリジ

■ 2017 年 7/1（土）〜 8/5（土）9:30 -16:30
2017 年度 東大和市創業塾

そして Shinkousha として現在はビジネス

トの支援を受けながら第二創業として「宝飾

–Authentic Smith −」を

開始しました。宝飾品を作る技術を体験して

を習得できる。③毎回、その日の講義内容

の講義の際には、第１期の創業塾の卒業生

質的な価値をお伝えし、深い喜びと感動を
味わっていただきたいと考えています。

アップできる。④他の創業塾にはない独自

状、さらに今後の展望など具体的にお聞き

を活かし、
自己のビジネスプランをブラッシュ

いただき、より身近なところから宝飾品の本

性として、基本的知識の他にも、創業者に

必要な「デザイン力」や「ビジネスマナー」

を学ぶことができる。⑤「創業事例」として、
創業の体験談などを先

学 JAPAN」に参加する 15 歳の高校生がいま

Map を使ってもひどく迷い

際にお会いしてお話しすることができません

ンタカーを 借り、Google

を回りました。断られる学

校もありましたが、実績がないにも関わらず、
多くの素晴らしい学校が一緒に仕事をするこ
とを約束してくださいました。無理をして行っ

を立ち上げ、インターネットを通じて高校生、

大学生、社会人に語学学校や専門カレッジ、
大学などのプログラムをご紹介するビジネス
を始めました。

ビジネストの方々にたくさんのアドバイスを

いただき、何度もやり直して、迷いながらも
なんとか前に進んでいるような気がする毎日

です。この間はビジネスパートナーとなる学

校を探すために 1 ヶ月ほどオーストラリアに

出かけました。正直言って疑心暗鬼で出かけ

東大和市は、東大和市創業支援事業計画

たビジネストリップで、レ

ながら、40 校ほどの学校

海外体験やキャリア留学を手配する留学会社

から、創業までの経緯や創業してからの実

することで、創業へのイメージを掴むことが

できて、とても参考になった、という声が多

く上がりました。

（後閑 / 記）

輩創業者から直接聴く

Pathway to your future

ユニスタディの竹内と申します。

（堀江 / 記）

りとり』の製作

UNI STUDY（ユニスタディ）（代表 竹内 克己 / たけうち かつみ）

竹内 克己 氏

ンになれる！！かも。

ことが出来るち

会員さまの “ つぶやき ”

代表

力はすごいと感じました。君もいつかはエジソ

さいゴミ箱に、集めたゴミを落とさずに捨てる

辻 洋一郎

り、時にはライバルとして切磋琢磨し、時に

品製作体験工房

ナルちりとりが出来上がり改めて子どもの発想

のワークショップ開始。弁理士の先生から『小

ます。また、東大和市創業塾やビジネストで

Shinkousha（新光舎）は東大和市でお

飾品の製作・修理を生業としてきた宝飾品工

前半は「発明って？特許って何？」と知的財

として自らと自らの事業を成長させていきた

がけください。

発明工作授業を開催しました！

産について電子紙芝居を使って弁理士の先生の

ために 2015 年の 4 月よりお世話になってい

知り合った素晴らしい仲間たちとは「東大和
市創業塾有志会」として今でも有志の会を作

よそ 35 年、 祖 父の 代 から数えるとおよそ

■ 2017 年 8/1（火）10:00 -12:00
小学生向け知的財産を学習する授業

で伝えることによって、人々の生活に彩りを

り、Shinkousha の新しい事業を具現化する
新光舎代表

BusiNest の夏もイベントが熱かった！
7、
8 月に開催したイベントレポートです。

した。関西からのお申し込みでしたので実

でしたが、初めてのひとり旅とのことで、ご
両親も大変ご心配され、お電話やメールで

今回の創業塾におけるカリキュラムの特

する時間では、参加者

の皆様各自が、創業へ

の心構えや創業へのイ

帰国の際にはホストファミリーと涙、涙の

業後の顧客獲得や販売促進の具体的な手法

た。また、「創業事例」

した。

きました。

きました。その中に文科省の「トビタテ！留

日の毎週土曜日（7 月 15 日を除く）に開催

しました。

自己のビジネスプラ

ン をブラッシュアップ

メージについて活発に

ます。

今回、夏休みの時期ということもあり、何

Ver.3」を７月１日～８月５

徴は、①創業時・創業後に必要な基本的知

お別れだったそうで、ご家族からびっくりす

人かの短期留学のお手伝いをさせていただ

マト DE 発進

けている。の５点です。

１００回以上やり取りをして、ご出発に至りま

てよかったと思います。

今はウェブサイトを作る作業に追われてい

に基づき、今年で３年目になる創業塾「ヤ

ことのできる機会を設

るほど成長して帰ってきたとご連絡をいただ
ご本人からも、
「ホストファミリーは本当に

親切で、一度もホームシックにならずに過ご
すことが出来ました。語学学校ではなんとか

他の国の友達をつくろうと挑戦する

と、英語をもっと勉強したいとどん

どん思うようになりました。3 週間
はとても短く、濃い時間でした！留

学に挑戦して成長出来ました。
」と
メッセージをいただきました。

このような貴重な体験を一人でも

多くの方にしてもらえるように、さ
らに頑張ろうと思っています。

竹内 克己

識をわかりやすく、丁寧に習得できる。②創

意見を交わしていまし

■ 2017 年 8/4（金）16:00 -17:30
平成 29 年度 第 2 回自治体勉強会 開催 !
8 月 24 日（木）、BusiNest セミナールーム

にて一般社団法人日本事業構想研究所

代

表理事 木村俊昭氏を講師にお招きし、
「繁
栄する地域は何が違うのか？―成功の方程

式―」をテーマに平成 29 年度第 2 回自治
体勉強会を開催しました。

講演の項目は大きく以下の８つ。
１．これから求められる人財とは？

２．繁栄するまち ( 商店街等 ) は何が違うのか？
３．キーパーソン図と産業連関図の創り方
４．全国事例に学ぶところはあるのか？

５．プレゼンテーションの６ポイントは何か？

６．まちの指標 ( ものさし ) とは？

７．
「まち育て」
「ひと育て」－真心、恕と志―

８．これからの行政・議会の役割（議会運営編）

木村氏から、小樽市役所職員時代の経験

談も交えながら非常に熱い講演をしていた
だきました。

「地域を活性化させるのは地域の『人財』

である。地域に人財を生み出し人財を増や
していくにはどうするべきか」について、経

験豊富な木村氏ならではの示唆に富んだ講

演を聴くことができ、参加者からも「非常に
有意義な時間だった」という声が多く聞かれ
ました。

（相地 / 記）

◎木村俊昭

【東京農業大学教授・内閣官房シティマネージャー ( 自
治体 特別参与 )】
1960 年北海道生まれ。1984 年小樽市入庁、小樽市産
業振興課長・産業港湾部副参事。2006 年に内閣官房・
内閣府企画官、2009 年に農林水産省大臣官房企画官
等を経て、現在、東京
農業大学教授、内閣官
房シティマネージャー、
総合政策アドバイザー、
一般社団法人日本事業
構想研究所代表理事等
として、大学講演のほ
か 、国内外において年
間 120 超 の 地 域 で 講
演・現 地アドバイス等
を実践中。

