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“ビジネスのタマゴ”を羽ばたかせる場所。

BusiNest News
皆さんは初夢をみましたか？
一富士二鷹三茄子…この一年、無事（富士）に目標を高く（鷹）成し（茄子）遂げる
2018 年となりますように。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

BusiNest 女性創業セミナー 女性限定週末編

創業に興味のある方、関心のある方、ご都合のよろし
い日時、場所での創業セミナーに参加してみませんか？
1 月 27 日開催の創業セミナーは BusiNest の施設見学
もできます。 詳細はビジネスト 検索

2 月 3 日（土 曜） から、 毎
inar ss
up sem
ne
週末 5 週にわたり起業する
Start for Busi
BusiNest
ことに興味がある方、いつ
創業セミナー
かは実現したいと考えてい
女性限定
る女性の方を対象に大切な
週末編
ことを優しく学べるセミナー
を開催します。専門知識を
持ったゲスト講師による特
別講義も実施します。 新し
い年に新しいことにチャレン
ジしてみませんか？
日時；2 月 3,10,17,24 日、3 月 3 日（毎週土曜 10 時
～ 16 時） 詳細はビジネスト 検索

ス

ト

さあ、
創業への一歩を踏み出そう！

無料
BusiNest
創業支援体験会 2018 冬
定員 30 名

創業セミナー・施設見学・創業個別相談会

多摩地域のビジネス創造をけん引する「BusiNest（ビジネスト）
」とは
どのような施設なのか、
そしてどのようなスタッフがどのような支援をしているのか。
これまで数々のビジネスに革新をもたらしてきた、
最前線の創業支援を肌で感じることができる機会を提供します。
中小企業基盤整備機構 BusiNest（ビジネスト）
、主に多摩 に施設見学、日々最前線で活躍するプロフェッショナルによ
地域にお住まいの方を対象とした創業支援拠点です。若者、 る創業セミナー・創業個別相談会を開催します。
主婦からシニアまで 50 名を超える方が日々活動しています。
創業をお考えの方だけでなく、創業に興味があるがまだ
今回は 4 月から始まる「BUsiNest 創業準備コース」の募 何をやるかが決まってない方でも結構です。
集開始に伴い、BUsiNest での創業支援事業のご紹介ならび この機会に是非ご参加ください。

日時 : 平成
会場 :

30 年 1 月 27（土） 14:00 ～ 15:30
第一部

中小企業大学校

BusiNest 3F
セミナールーム

15:40 ～ 16:40
第二部

東大和市桜が丘 2-137-5
講師・相談員

藤間 輝雄

創業個別相談会 先着順
※一人 30 分× 4 名 予約制

講師・相談員

氏

（ふじま てるお）

中小機構 BusiNest チーフマネジャー
創業する人を支援する活動がライフワー
ク。心のつながりを大切にした支援が
モットー。
中小企業診断士。地域振興整備公団に
就職、その後中小企業基盤整備機構と
統合。2004 年～ MINATO インキュベー
ションセンター インキュベーションマネ
ジャー（IM）、2007 年～東工大横浜ベン
チャープラザ IM 兼東京工業大学産学連携コーディネータ。2013 年～
国際化支援課にて中小企業の海外展開を支援。2014 年より BusiNest
（ビジネスト）の企画・立ち上げに携わり現在に至る。プライベートで
「fujiteru 式創業ラボ」を主催。

申込方法

創業セミナー・施設見学 第一部
のみの参加も
① BusiNest のご紹介
お待ちして
② 施設見学
います !
③ 創業セミナー
「支援の現場からみた勝つ創業」

馬込 正

（まごめ ただし）

主催：中小企業基盤整備機構 BusiNest

BusiNest

中小機構 BusiNest ビジネスコーチ

http://businest.smrj.go.jp/
/ 後援：

日野市にお住いの皆さまへ

無料

多摩の創業推進団長「フジマゴ」来たる！

多摩の創業推進団長「フジマゴ」来たる！

BusiNest（ビジネスト）

定員 50 名

（ビジネスト）

日野市と中小企業基盤整備機構 BusiNest（ビジネスト）は、 創業準備コース」の募集に伴い、創業支援の最前線で活躍
創業分野で連携して活動をしています。
する藤間輝雄氏と馬込正氏による特別セミナー・相談会です。
BusiNest は、主に多摩地域にお住まいの方を対象とした
創業をお考えの方だけでなく、創業に興味があるがまだ何
創業支援拠点です。若者、主婦からシニアまで 50 名を超え をやるかが決まってない方でも結構です。
る方が日々活動しています。今回は 4 月から始まる「BusiNest
この機会に是非ご参加ください。

東久留米市と中小企業基盤整備機構 BusiNest（ビジネスト） 創業準備コース」の募集に伴い、創業支援の最前線で活躍
する藤間輝雄氏と馬込正氏による特別セミナー・相談会です。
は、創業分野で連携して活動をしています。
創業をお考えの方だけでなく、創業に興味があるがまだ何
BusiNest は、主に多摩地域にお住まいの方を対象とした
創業支援拠点です。若者、主婦からシニアまで 50 名を超え をやるかが決まってない方でも結構です。
この機会に是非ご参加ください。
る方が日々活動しています。今回は 4 月から始まる「BusiNest

30 年 2 月 5 日（月） 18:00 ～ 19:00 ホ ー ル

会場 : 東久留米市

市民プラザホール
※東久留米市本町 3-3-1 市役所 1 階

第一部

氏

（ふじま てるお）

（JR 中央線「豊田」駅 北口 徒歩 5 分）
講師・相談員

（まごめ ただし）

中小機構 BusiNest ビジネスコーチ
創業支援・起業家育成プロフェッショナ
ルとして、創業の志を持つすべての方に、
夢の啓発やビジネス創造による感動を
提供することを目的に活動。
中小企業診断士。松下電工、電子部品
メーカーを経て、2002 年に多摩で創業
し、経営コンサルティング事業を営む。
2011年～九州大学 TLO 総合究部門チー
フプロデューサー、2014 年～慶應藤沢イノベーションビレッジのイ
ンキュベーションマネジャーとして大学発ベンチャー起業家を支援。
2015 年より現職。2016 年～東京経済大学経営学部でビジネス創
造講義の講師を務める。

http://businest.smrj.go.jp/

創業個別相談会 先着順
※一人 30 分× 4 名 予約制

（まごめ ただし）

氏

中小機構 BusiNest チーフマネジャー

中小機構 BusiNest ビジネスコーチ

創 業 する人を支 援する活 動 がライフ
ワーク。心のつながりを大切にした支
援がモットー。
中小企業診断士。地域振興整備公団
に就職、その後中小企業基盤整備機構
と統合。2004 年～ MINATO インキュ
ベーションセンター インキュベーション
マネジャー（IM）、2007 年～東工大横
浜ベンチャープラザ IM 兼東京工業大学産学連携コーディネータ。
2013 年～国際化支援課にて中小企業の海外展開を支援。2014 年
より BusiNest（ビジネスト）の企画・立ち上げに携わり現在に至る。
プライベートで「fujiteru 式創業ラボ」を主催。

創業支援・起業家育成プロフェッショナ
ルとして、創業の志を持つすべての方に、
夢の啓発やビジネス創造による感動を
提供することを目的に活動。
中小企業診断士。松下電工、電子部品
メーカーを経て、2002 年に多摩で創業
し、経営コンサルティング事業を営む。
2011年～九州大学 TLO 総合究部門チー
フプロデューサー、2014 年～慶應藤沢イノベーションビレッジのイ
ンキュベーションマネジャーとして大学発ベンチャー起業家を支援。
2015 年より現職。2016 年～東京経済大学経営学部でビジネス創
造講義の講師を務める。

右記のサイト内にある「申込フォーム」
、

申込方法

あるいはファックス（裏面）にてお申込みください。

主催：中小企業基盤整備機構 BusiNest

・東久留米市 / 後援：

第二部

馬込 正

氏

（ふじま てるお）

中小機構 BusiNest チーフマネジャー

① 日野市の創業支援
事業の紹介
② BusiNest の紹介
③ セミナー「支援の現場からみた勝つ創業」

講師・相談員

藤間 輝雄

氏

創 業 する人を支 援する活 動 がライフ
ワーク。心のつながりを大切にした支
援がモットー。
中小企業診断士。地域振興整備公団
に就職、その後中小企業基盤整備機構
と統合。2004 年～ MINATO インキュ
ベーションセンター インキュベーション
マネジャー（IM）、2007 年～東工大横
浜ベンチャープラザ IM 兼東京工業大学産学連携コーディネータ。
2013 年～国際化支援課にて中小企業の海外展開を支援。2014 年
より BusiNest（ビジネスト）の企画・立ち上げに携わり現在に至る。
プライベートで「fujiteru 式創業ラボ」を主催。

主催：中小企業基盤整備機構 BusiNest

第一部

第一部
のみの参加も
お待ちして
います !

日野市多摩平の森産業連携センター
東京都日野市多摩平 2-5-1 19:00 ～ 20:00

先着順
創業個別相談会
※一人 30 分× 4 名 予約制

馬込 正

右記のサイト内にある「申込フォーム」
、
あるいはファックス（裏面）にてお申込みください。

30 年 2 月 9 日（金） 18:00 ～ 19:00

会場 : PlanT

講師・相談員

藤間 輝雄

申込方法

日時 : 平成

① 東久留米市の創業支援 第一部
のみの参加も
事業の紹介
お待ちしています !
② BusiNest の紹介
③ セミナー「支援の現場からみた勝つ創業」

19:00 ～ 20:00 会議室
第二部

定員 50 名

創業の最前線で活躍する支援のプロを迎え
「支援の現場からみた勝つ創業」と題したセミナー
ならびに個別相談会を開催します。

創業の最前線で活躍する支援のプロを迎え
「支援の現場からみた勝つ創業」と題したセミナー
ならびに個別相談会を開催します。

日時 : 平成

無料

創業セミナー・相談会

創業セミナー・相談会

講師・相談員

氏

創業支援・起業家育成プロフェッショナ
ルとして、創業の志を持つすべての方に、
夢の啓発やビジネス創造による感動を
提供することを目的に活動。
中小企業診断士。松下電工、電子部品
メーカーを経て、2002 年に多摩で創業
し、経営コンサルティング事業を営む。
2011 年～九州大学 TLO 総合究部門チー
フプロデューサー、2014 年～慶應藤沢イノベーションビレッジのイ
ンキュベーションマネジャーとして大学発ベンチャー起業家を支援。
2015 年より現職。2016 年～東京経済大学経営学部でビジネス創造
講義の講師を務める。

右記のサイト内にある「申込フォーム」
、
あるいはファックス（裏面）にてお申込みください。

東久留米市にお住いの皆さまへ

http://businest.smrj.go.jp/

・日野市 / 後援：

主催：中小機構 BusiNest
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共催：東大和市

そろそろ本気出してもいいんじゃない？
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さぁ創業への一歩を踏み出そう！

2 月の 3 金会は『創業体験談＆マインドフ
ルネスの活かし方』を開催します

2018 年 4 月１日 利用開始
創業準備コース会員を 2 月 1 日から募集します

BusiNest 創業準備コース卒業生がいよいよ３金会に登
場します。創業への想いや様々な苦労話、BusiNest 会
員からみた「創業支援の活用ポイント」など率直にお
話しいただきます。
BusiNest Monthly Social Event,

創業準備コース（第 13 期）会員の募集を 2 月 28 日 18
時までお申込みを受付けます。ビジネスコーチによる
伴走支援（OJT）と講座を中心とした Off-JT の両面か
ら創業準備活動をご支援します。

日時：2 月 16 日（金）
17 時～ 19 時
（16 時 45 分開場）
講師：創業準備コース２期生

株式会社グローバルニッチパートナーズ
代表取締役

大堀 宏

開催場所 : BusiNest
セミナールーム
定員 50 名（先着順）
参加費：500 円

2/16
FRIDAY

貴重なご縁や
お話があるかも ?!

３金会 ”
2
創業体験談＆
マインドフルネスの活かし方
さ

17:00 ～ 19:00

ん

き

ん

か
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“

今後の予定

（開場 16:45）

月の３金会は

BusiNest 創業準備コース卒業生が、いよいよ BusiNest ３金会に登場。
創業への想いや様々な苦労話、さらには BusiNest 会員から見た
「創業支援の活用ポイント」などを率直にお話しいただきます。
また、創業の実現に向けて壁を乗り越える際、
心の支えともなった「マインドフルネス」に関するミニ体験会も実施します。

講師▶︎

株式会社グローバルニッチパートナーズ 代表取締役。
長野県生まれ。大手製造業（セイコーエプソン）で 20 年
以上の海外事業運営の実務経験を有する。セイコーエプソ
ン退社後はベンチャー企業を経て、2014 年 5 月に株式会社
グローバルニッチパートナーズを創業。主に中小製造業の
海外事業支援
（海外販路構築支援、海外企業との業務提携、英文契約交渉等）を行い、
真に競争力のある「グローバルニッチ企業」を数多く誕生させることをミッションと
している。

どなたでもご参加いただけます

（BusiNest 会員に限定しません）
参加料：

￥500

軽食・お飲み物をご用意します

定員：50 名（先着順）
① 講義
② 交流会・名刺交換会
ビ

ジ

ネ

ス

17:00 ～ 18:00
18:00 ～ 19:00

ト

BusiNest

3F セミナールーム
東京都東大和市桜が丘 2-137-5 中小企業大学校東京校 BusiNest 3 階

※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

参加希望の方は▼以下の申込みフォーム、E-mail お電話にてお申し込みください

チャレンジしたい方を応援する施設です！

創業への元気を育て確かなお手伝いを！
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あけましておめでとうございます。今年も BusiNest

をよろしくお願いいたします。

BusiNest も、今年で 4 年目を迎えます。

地域の創業、身近な創業を育てるというミッションで、

月
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手探りで進めてきた事業ですが、地域の方々や関係す

発 行：BusiNest
発行日：2018 年 1 月 19 日

る支援機関・自治体の皆さま、そして多摩地域を中心

とする中小企業の皆さま方に支えられて、少しずつで

http://businest.smrj.go.jp

はありますが、創業を育てる手応えを感じられるように
なってきました。

黒板 POP

今年はこれまでの支援の振り返りと、創業支援のノウ

ハウの全国的共有を目指したいと思います。

つまり BusiNest を巣立っていった方々に光を当てて、これまでの支援のあり方を振り返

り、そこから必要な支援のあり方の模索し創造すること、そして、創業支援の視線を全国

に向け、全国から集まる創業の芽を育てるとともに、それぞれの地域で創業を目指すひと
達への支援の場を広げて行きたいと考えています。

BusiNest の仕事を通じて、地域の方々や企業の方々、そして支援機関の方々と仲間に

なることができました。この親しい関係をもっと深めて、多摩地域の創業さらには全国の

創業の機運を高めるとともに、創業支援の確かなノウハウを身につけていきたいと思って
います。よろしくお願いいたします。

（校長 今野 / 記）

1 月予定
27

土

14:00-16:40 創業支援体験会 2018 冬（BusiNest）

2 月予定

大堀 宏 氏

BusiNest は「すきなこと」でビジネスにチャレンジする方、

5

月

18:00-20:00 創業セミナー・相談会（東久留米市）
18:00-20:00 創業セミナー・相談会（日野市）

9

金

21

水

28

水

9:00-16:00 創業者のための金融相談会
13:30-18:00 3D プリンターセミナー

https://www.smrj.go.jp/enq/center/kanto/101419.html
Tel : 042-565-1195 ／ E-mail : businest@smrj.go.jp ／ http://businest.smrj.go.jp

創業者に寄り添う存在に
今年の干支は「戌（犬）年」です。昨年末「初めて、

猫の飼育数が犬を超えた」という調査結果が発表さ

ビジネストからの風景

れましたが、犬と人とは大昔より生活を共にし、野
生種を飼いならして飼育にいたった最初の動物と言

ご不明な点などございましたらお気軽にご連絡ください。担当：BusiNest（ビジネスト）堀江・相地

われています。犬は飼い主の気持ちを理解し、傍

BusiNest

編集後記
1 月 / 睦月（むつき）・2 月 / 如月（きさらぎ）
風物詩と旬：初
 詣、新年会、お年玉、白菜、れんこん、シクラメン、梅、
小松菜、千両、水仙、節分、バレンタインデー…

〒 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

新しく入られる方、たくさんの人が夢を持ってビジネストを訪れています。

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

ますます身を引きしめてよりよい内容を提供し続けていきたいと思ってい

担当者：藤間（ふじま）、堀江（ほりえ）、相地（あいち）、井上（いのうえ）

新しい年が始まりました。ビジネストも丸 3 年となります。卒業していく方、

ます。インフルエンザ、風邪など体調不良が多いこの季節。何事も用心
するに越したことはありません。みなさまも体調管理に気をつけてくださ
いね。今年もよろしくおねがいいたします。

(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

で寄り添う、友のような存在です。また、お産が軽

く、子だくさんで、子犬の発育も良い動物です。そ

のため「戌の日」に安産祈願を行う風習もあります。
BusiNest も更に「創業者に寄り添い」「創業を実現

に導き」
「創業者がどんどん産まれる場」となるよう、
今年も誠心誠意とりくんでまいりますので、引き続き

よろしくお願い申し上げます。

（藤間 / 記）

ビジネストのからエレベーターで上の階へ。
富士山の姿が見えてきました。
結構大きな富士山がみえることにお気付きでしたか？

黒板 POP 制作は、想像力を自由に開放して作っ
ています。日頃の鬱憤をここで晴らす？（ディスっ
ている）とも噂されていますが、決してそんなこ
とはなく、あれはナチュラルなビジネストのメン
バーの姿なのです。えっへん！〈 編集：kobayashi 〉

BusiNest

会員さまの “ つぶやき ”

株式会社 TUNAGU（代表

Event Report!

朴 春蘭 / パク シェンラン ）

■ 2017 年 12/7（木）
BusiNest アクセラレーターコース 中間発表会

レータープログラムに参加する中で、
製品の認証、資金的や販路等に課題

を見つけ、事業の方向性をピポットし

BusiNest アクセラレーターコース第 4 期（参加チーム 4 者）は

ました。

BusiNest では、多くのセミナーが開

2017 年 9 月よりスタートし、あっという間に 4 ヶ月が経過し、残すと

BusiNest で実施する EC セミナーを

2017 年 12 月 7 日（木）に外部機関の方をお招きし開催いたしまし

催されています。

ころ 2 ヶ月となりました。

契機に、気軽にスタートすることが出

た「中間発表会」では、参加チームの 3 ヶ月間の成果発表ならびに

などを中心とした EC ショップの運営に

参加チームはスタート当初に比べると、事業のブラッシュアップが

来る Amazon サイト内で、「文房具」

朴 春蘭
こんにちは！

今後のプラン発表を行いました。

挑戦しています。

代表

されており、それぞれのチームの大きな成長が見られる中間発表会

ショップ開設当初は、仕入れの方

氏

法や売り上げを作るコツ、購入され
たユーザーのレビューの返信方法等

株式会社 TUNAGU の朴

春蘭（パク シェンラン）です。

に戸惑うことがありましたが、ショップ開

私は早稲田大学大学院法学研究科を経
て、昨年の夏に起業しました。

設から１年が経過する頃から仕入先やアイ
テムを増やすことで、売り上げを増やすこ

都内の大学で主催した BusiNest のセミ

とが出来ました。

ナーでインキュベーション施設の立ち上げ

これから事業の拡大を目指して、楽天市

を知り、入居させていただきました。

場や Yahoo Japan 等の EC プラットフォーム

解決するために、「IoT デバイス」の開発を

ンによるショップ開設や将来的にはアメリカ

したが、ビジネスコーチとの面談やアクセラ

また、これからは EC サイトで取り扱う商

起業当初は、シニア層の社会的な課題を

構想して、サンプルの制作準備まで進めま

BusiNest 開催イベントレポートです。

でした。今回参加した招待者にお話を聞くと、
「各参加チーム非常に
品の開発にも挑戦していきたいと思います。

この BusiNest には、いろいろな業種・業

態の方々が在籍されていると思いますので、
EC ショップで取扱う商品の開発や仕入れ先

の開拓などをご一緒に進めさせていただけ

る機会があればと思っています。

BusiNest を核にコミュニケーションをはか

にショップを開設や自社サイトの独自ドメイ

りながら、皆様とともに事業成長を遂げてい

Amazon サイトの進出等を目指しています。

けいただければと思います。

きたいと思っていますので、お気軽にお声が
朴 春蘭

興味深い事業であり、今後が楽しみである。最終発表会までにどの
ように変わっているかが楽しみである」とお言葉をいただきました。

BusiNest アクセラレーターコース第 4 期の「最終発表会」は 2 月

22 日（木）16 時 -18 時＠中小企業大学校 東京校にて開催いたしま

す。第 3 期までは招待者のみで開催しておりましたが、第 4 期から
一般の方も参加可能となっており、より多くの方に参加チームの事業

を知ってもらいたいと考えております。近日中に、ＨＰ上に詳細情報
を掲載する予定です。ご興味ある方は < アクセラレーターコース担当
井上 > までお問い合わせください。

残り 2 ヶ月で、参加チームがどのくらいスケールアップしているか

が非常に楽しみです。当日は皆様のご来場をお待ちしております。
※ BusiNest「アクセラレーターコース」とは

官民戦略プロジェクト 10 の重点分野のひとつである「IoT ビジネス」に該
当する事業を起こす起業家やスタートアップ企業、及び新規事業や第二創
業を目指す中小企業の事業立ち上げや事業成長を、メンター等からの指導
により、6 ヶ月間のプログラム参加を通じて加速化するプログラム

■ 2017 年 11/28（火）
東京経済大学 経営学部生チームが「第 14 回キャンパスベンチャーグランプリ東京大会」にて奨励賞を受賞！
2016 年度より、BusiNest は東京経済大学経

プが出場し、各自が考えた新規ビジネスプラン

経営学部 4 年生の関根敏葵さんが代表を務める

審査されました。テーマは、「高齢者から子供へ

造」授業を開講しています。その履修生である

どが主催する学生による新事業ビジネスコンテ

スト「第 14 回キャンパスベンチャーグランプリ

株式会社ヘッドライトジャパン（代表

東京大会」にて奨励賞を受賞しました。大会は、

現在、ヘッドライトジャパン代表取締役と

BusiNest の取り組みが全国から注目されてい

なりました。今の主力商品は特殊照明による
「見えないモノを見える可」する装置の企画

○ 付
 着ゴミやキズ、粗大ゴミ粒子を簡単に
見つけることができるライト→製造業の

駆除会社へ入社。昼夜ゴキブリ、ネズミ退治

しい（？）指導を受けつつ、修行の日々を送っ

でも腕前はピカイチ）
。

の四季折々の風景には癒やされます。ヘッド

どるべく日本一周放浪の旅へ。卒業後、害虫

に奔走。深夜、休日出勤はあたり前の世界
（今

中堅になり、害虫駆除から建築的防虫構

造、光による害虫の物理的防除方法など、
殺虫剤に頼らないシステムを研究。そこであ

らゆる照明機器メーカーに出会い、特殊照明
の技術を習得。

ができた」などの感想をいただきました。これ

者の支援に携わる者が今一度振り返る必要があ

教えていただき、自分の立ち位置を見直すこと
からも日本の創業支援の底上げのお役に立って

まいります。

しました。

や、建築現場、運輸市場での安全対策

スを展開しています。

に那覇にて開催された「沖縄地域 創業支援事

イント」というテーマで「フジマゴ」が講演いた

○１キロ先まで照らせる携帯ライト→災害時

参加者からは、「体系的に創業支援がまとめられ

るように思う」「支援者の心構えを分かりやすく

で、「支援機関職員ならではの創業支援実施ポ

装置→衛生管理業の一助

ると「俺の空」という漫画の主人公の道をた

（馬込 / 記）

支援関係者向け「創業支援のコツ 横展開セミ

業促進セミナー」（内閣府沖縄総合事務局主催）

○ 見 えない汚れや汚物が見えるようになる

等々、非常にニッチなＢ to Ｂ市場でビジネ

関根さん、本当におめでとうございます！

ており感動した。特に伴走力のまとめは、創業

ナー」（中国経済産業局主催）ならびに、11/29

品質管理向上

10 代の頃は男子校ラグビー部という男だ

会の需要をよく捉えている」と評価されました。

ます！

11/27 に広島にて開催された、中国 5 県の創業

販売です。

らけの世界で、コアな研鑽を重ね、大学に入

伝える体験型教育事業」です。審査員からは「社

■ 2017 年 11/27（月）、11/29（水）
広島と那覇で先進創業支援事例として BusiNest を紹介

と起業。

亀澤 一公 氏

について 10 分間のプレゼン発表と質疑応答で

関東甲信越・静岡の 11 都県から大学院生・大

亀澤 一公 / かめざわ かずまさ）

そして、これらのスキルを生かせる仕事を !

代表取締役

学生 162 チームの応募を勝ち抜いた 10 グルー

営学部様と連携して、学生向けに「ビジネス創

チームが、11/28 に行われた日刊工業新聞社な

会員さまの “ つぶやき ”

（井上 / 記）

１キロ照射携帯ライト

今はビジネストの各コーチから厳しくも優

（馬込 / 記）

■ 2017 年 10 月 -12 月
静岡県で「創業支援担当者向け研修」を開催
BusiNest では、静岡県産業振興財団様のご

受講者からは、「今まで手探りでした創業支援

ています。北側窓から見えるキャンパス中庭

依頼を受けて、市町村・支援機関・金融機関の

の手法や視点が明確になりました」と嬉しい感

ライトには灯台という意味があります。いつ

10 月から 12 月にかけて 3 回コースを中部（静

望に応じた、創業支援者研修を提供してまいり

願いを込め、屋号としました。

で開催しましました。

創業支援担当者向けの「創業支援者研修」を、
岡会場）、西部（浜松会場）、東部（沼津会場）

かは困っている人たちの道標るべとなるよう
さてと、やるか！！

亀澤 一公

この研修は、BusiNest が企画・開発した、創

壁面クラック検査

業支援の実務を「体系的・実践的」に学ぶこと
ができる今までにない現場重視の研修で、講師
は馬込ビジネスコーチが務めました。

想をいただきました。今後も各支援機関のご要
ます。

同様の研修を企画したい支援機関様や自治体

様、お気軽に藤間までご連絡ください。
042-565-1195

fujima-t@smrj.go.jp

（藤間 / 記）

