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“ビジネスのタマゴ”を羽ばたかせる場所。

BusiNest News
春は出会いと別れの季節とよく言われますが、皆さんは思い出となる春の出会いはありますか？

私は出会いより別れの思い出がたくさんあります♪ 春なのにお別れですか？ 春なのに涙がこぼれます♪
桜が咲き始めると街中ピンク色に染まるのに、ちょっぴりせつなくなります。
創業準備コース 5 期の皆さん卒業おめでとうございます。そして創業準備コース 13 期の皆さんはじめまして。2018 春本番です

BusiNest 個別相談会～女性の創業・経営をサポートします～
アドバイザーの相談日程が決まりました。

BusiNest

詳細は

対象者：創業に関心がある・創業を目指している・創業間もない女性の方

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！

検索
相談会開催日：毎月第１，２，３，４（水曜日）

相談時間：１時間以内／回
相談料：無料

芽吹きの季節
今年の冬はとても寒かったですね。東南アジア

からお越しになった視察団が、溶けずに残っていた

創業支援アドバイザーは

ビジネストからの風景
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「雪」を見て、もの珍しそうに触っていたことが微

右記のとおり

笑ましく思い出されます。最近は中小企業大学校東

ご利用のお申込みは、電話または
メールでご連絡ください。

新井 美砂 氏

大森 渚 氏

4 月から「３金会」は
「BusiNest 創業ゼミナール」へ

（開場 16:45）

〜

装いを新たにした「BusiNest 創業ゼミナール」は
創業者にとって有益な交流と知識・情報を提供いたします。
4 月は、BusiNest を卒業する会員の活動発表、
新たに会員となられた方の自己紹介です。
プレゼン後は、交流会を開催します。
創業を志す方、創業間もない方、
新しい事業に取り組む方、
創業を支援する方であれば
どなたでも参加できます。

（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 新＆卒 BusiNest 会員プレゼン会 17:00 ～ 18:00
② 交流会・名刺交換会
18:00 ～ 19:00

※ 本ゼミナールは、創業者が集い、学び、高め合う場です。よって参加条件を満たしていても、
主催者からみて以下に該当すると思われる方の参加は お断りすることがあります。

・商品やサービスの販売を実質的な目的とする方 ・組織・団体への勧誘を実質的な目的とする方
・反社会的な活動をする方 ・他の参加者との良質な交流を妨げる方
ビ

ジ

ネ

ス

ト

中野 啓子 氏

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東大和寮 A 棟 3 階
参加希望の方は▼ E-mail または、お電話にてお申し込みください

Tel : 042-565-1195 ／ E-mail : businest@smrj.go.jp ／ http://businest.smrj.go.jp

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

日時：4 月 20 日（金）17 時～ 19 時（16 時 45 分開場）

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

5 月 20 日（雨天の場合 6 月 3 日）BusiNest 会員限
定の展示商談会「BusiNest 創業ビジネス EXPO 2018」
を中小企業大学校東京校１階の交流室で開催します。
この催しは、トップで紹介する「東京校オープンキャ
パスデイ」のイベントです。会員とスタッフが一緒に
なって作り上げています。BusiNest が誇る ‘ キラキラ人 ’
たちに会いにいらしてください。
（馬込 / 記）
出展者（敬称略）:

Bloom-bruna（江尻 チハル）、ことばのアトリエ（大久保 庸
子）
、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（川崎 大輔）
、佐藤たけはるカウ
ンセリングオフィス（佐藤 健陽）
、新光舎（辻 洋一郎）、合同
会社 Global Edutech（西貝 雅人）、ポーラビット（蓑毛 里枝
子）、MIWACS（ミワクス）株式会社（三輪 光彦）、PrimaOpt（三
浦 孝之）、株式会社エヌテック（神笠 孝介）

今後の予定
4 月予定

18
20
21

水
金
土

10:00-12:00 ふたばの会
17:00-19:00 創業ゼミナール
14:00-16:40 創業支援体験会 2018 春（BusiNest）

BusiNest

編集後記
3 月 / 弥生（やよい）・4 月 / 卯月（うづき）
風物詩と旬：桃
 の節句、ホワイトデー、春分の日、卒業式、入学式、
いちご、はまぐり、うど、たけのこ、椿、沈丁花、た
んぽぽ、チューリップ…

〒 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

大好きで大切な人との別れの時。心の中では泣いていても人前では泣

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

けない私。昔から鬼っ子といわれたものです。本当に悲しいときは涙な

担当者：堀江（ほりえ）、相地（あいち）、井上（いのうえ）

んて出ないものだし…。そんな風にこの歳まで生きてきてしまいました。
いつか自然に涙があふれてきて、人前で素直に泣けるような、そんな可
愛気のある人間になりたいと思っています。私の憧れ…。笑

やすし

平野 泰嗣 氏

今年こそやります！
「BusiNest 創業ビジネス EXPO 2018」

2018 年 4 月「３金会」は New! BusiNest Monthly Social Event, 4/20
ビジネスト
（金）
「BusiNest 創業ゼミナール」
創業ゼミナール
17:00
～ 19:00
に生まれ変わります。年初 みなさまの創業を本気で応援します！
新＆卒 BusiNest 会員プレゼン会
のアンケートで会員様から
創業準備コース第 5 期生卒業記念
いただいた声を活かし、創
業者を中心に据えた質の高
い「交流・マッチング」の
機会と有益な「知識・情報」
の提供を目指します。
開催日はこれまでと同じ第 BusiNest
3 金曜日です。 但し、 時間
は参加しやすさを考慮して、目的ごとに変えていきます。
ご一緒に「創業者が集い、学び、高め合う場」を創造
してまいりましょう。
（馬込 / 記）
〜

近藤 洋子 氏

(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
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京校の中庭に目を向けると、すでに「春の芽吹き」

発 行：BusiNest
発行日：2018 年 3 月 16 日

を感じることができます。BusiNest でも、しばらく暖

http://businest.smrj.go.jp

めていた様々な企画を 4 月から芽吹かせていきます
ので、お楽しみに。

黒板 POP

また、早いもので BusiNest は「4 年目」に突入

します。今まで多くの創業者が BusiNest から巣立っ
ていきました。時折、元気に活躍している様子をお
見かけすると、とても嬉しく感じます。お一人でも多

く創業者が巣立つよう、4 年目は一人ひとりにあわ
せた取り組みを充実させていきます！

（藤間 / 記）

最近のビジネストからの夕焼けは、校舎に陽が
あたってオレンジ色に輝きます。それがなんと
も美しい色合いで、まさに今だけの空色なんで
しょうね！ 春の風がここちいい！

オープンキャンパスＤＡＹ東京校２０１８
5月 20日
（日）開催決定

昨年 10月 22日
（日）開催予定であったオープンキャ

ンパス DAY東京校 2017は季節はずれの台風の影響に

より安全第一として已む無く中止とさせていただきまし

た。中止決定後も次回開催予定のお問い合わせをたく

さんいただき、出店者の方、来場者の方共にたくさん
の方がとても楽しみにしていただいていたことは大変光
栄です。ありがとうございます。

皆様のご要望にお応えしリベンジ開催が下記のとお

り決定しました。

（堀江 /記）

開催日時 ; 5月 20日 10時～ 15時（雨天の場合は 6月 3日）

イベント各種情報

〇多摩 CRAFT MARKET

（多摩エリアで活動しているクラフト雑貨、ワークショップ、美味しいパンや焼き菓子キッチンカーなど
総勢 60組のお店が皆様のお越しをお待ちしております）

〇わくわく体験東京校

親子でまたはご夫婦で参加できる受講料無料のセミナーを開催します。
お子様には科学技術教室やバルーンアートが体験できます。

〇 BusiNest創業ビジネス EXPO

創業支援施設 BusiNestの会員が自社事業の展示商談会を行います。

冬季オリンピックに続きパラリンピックでも良い成
績を残す日本の勇士たち。BusiNest のスタッフも
日々仕事と戦っています。たまにはゆっくり休みた
いという気持ちがダダ漏れてしまった 3 月の黒板
POP。妄想は時空を超えて！ 〈 編集：kobayashi 〉

BusiNest

会員さまの “ つぶやき ”

PrimaOpt

Event Report!

（代表 三浦 孝之 / みうら たかゆき ）
という思いが強くな

り、具体的にこれを
やりたい！っていう訳

三浦 孝之

に貢献していきたいと考えております。

こんにちは。 2017 年の正月に起業を決意

他に比べてもコストパフォーマンスが優れて

自分でテニスの Team も作ったりもしていた

ちらでお世話になることにしました。

婦が短期間のうちに誕生するという社会貢献

現在、
「目の健康をクリエイトする」をテー

し 5 月に会社を退社、6 月から BusiNest に

プライベートでは、体力が落ちると気力も

落ちてしまう経験から、学生時代にしていた

テニスを 5 年ほど前から再び始め体力づくり

いたので、調布市在住で遠いのですが、こ

マに、目にとって快適で健康的なアイウェア

をしてきました。地元でテニス仲間を集め、
のですが、その仲間同士で 3 カップルの夫

（笑）もしてきました！

最近は事業に傾注しており、以前のように

お世話になっている「プリマオプト」の三浦

（メガネ・サングラス等）の提供を目指して

はテニスは出来ないのですが、事業を軌道

在職中は、全国の百数十店舗の中小眼鏡

費者に寄り添って考え、アイウェアをもっと身

ながら健康的な生活を送りたいと思っていま

です。

います。目にとって何がいいのかをもっと消

店を組織化したメガネのボランタリーチェー

近なものにしていきたいと考えています。

ンの本部で仕事をし、共同仕入、商品開発、

目に負担が多くなっている現在の生活環境

販促企画、店舗開発、スーパーバイザー、

の中で、長時間パソコン作業で目が疲れて

に 25 年にわたり携わってきました。

や、目にとって好ましくないサングラスが数

教育研修、消費者調査等のさまざまな業務

いる人のためのピント調節筋サポートメガネ

年々、職場での経験を生かして起業したい

多く流通している実態から、本当に目にいい

す。

尚、本年 5 月に開催予定の「BusiNest 創

業ビジネス EXPO」に出展予定ですので、お
気軽にお声掛けください。

今後とも宜しくお願いいたスマッシュ！

三浦 孝之

コーナーには鹿児島の商品をいくつか展示し
ておりますので、もし気になる商品がありま
したらどうぞ遠慮なくお声がけ下さい。

げ様でお取引先も増え、微力ながら鹿児島

児島でテレビ番組制作の仕事に携わって参り

せてきていることに喜びを感じながら日々過

私は、これまで 20 数年にわたり東京と鹿

ました。長年の夢であった〝鹿児島の魅力的

な食の情報発信＆コーディネート〟というこ

代表

佐伯 榮子 氏
こんにちは。e-f プランニングの佐伯榮子

と申します。BusiNest に入会して、この４月

で早２年目に入ります。鹿児島の美味しいも

の、魅力的な商品を全国のメディアやバイヤー
の方々に知って頂くために毎月上京して、地
元の企業や自治体に代わり東京での販路開
拓や商品提案、コーディネートのサポートを
させて頂いています。

ベースは鹿児島に、そして東京のビジネス

拠点の第一歩を BusiNest にオフィスを構え、
コーチの皆様にご指導を受けながら活動して

います。毎月面談頂くコーチのアドバイスが、

のものをお取り扱い頂く橋渡しの役目を果た
ごしています。

今年は、明治維新 150 年、そして大河ド

の仕事のきっかけとなったのは、東京で番組

ラマ
「西郷どん」で鹿児島にスポットが当たり、

信の必要性でした。現在は情報化社会でネッ

くチャンス。

制作の仕事をしていた頃に実感した情報発
トで地方の様々な情報を見つけることが容易

になってますが、やはり人と人との交流、実
際にモノに触れ感じてもらうことがより魅力
が伝わる一番の手段かと思っています。担当

事業内容：
トラベルアプリプラットフォーム「pamlo」

ハチたま株式会社

事業内容：お酒の飲み過ぎを防ぐウェアラブル

事業内容：

弁しました。

により、各スポンサー (7 社 ) による表彰式を

デバイスサービス

「身に着けて飲んでいるだけで、酔いの度合いを
併せて行いました。コース参加チーム（4 社）
検知して伝える」ウェアラブルデバイスサービス。
は、それぞれが賞を受賞しており、今後のさ
一般消費者とアルコール検知ニーズのある企業や
らなる事業促進が大いに期待できると感じさ
病院を想定しており、お酒の良さを味わえる世の
中にすることを目指しています。
せられました。今後、アクセラレーターコー

ディネートのご要望が高く仕事内容を少しづ

つ軌道修正しながら今に至っています。おか

ねこがもっともかかりやすい泌尿器系の病気を早
期発見できるトイレを開発している企業です。画
像認識や尿量・体重の変化を検知して、ねこの体
調を把握することができます。

（井上 / 記）

フルネスは取り入れられています。

皆様もぜひ！この機会に鹿児島を体感しに

興味深く耳を傾け

ている大堀さんから、初心者でもできる方法

ただき、参加者も

おじゃったもんせ。
（訳：お越し下さい）

ていました。

佐伯 榮子

現 在、 忙 し い

日々を送る大堀さ
んが自分自身の精

神を落ち着かせる
ために行っている

のもたくさんあります。そして地元でも東京

はレストランや販売店などへの食材・商品コー

スマートねこトイレ「TOLETTA（トレッタ）
」

にわたってお話い

から相手が求めているものが何なのか得るも

アへの情報発信でのスタートでしたが、いま

宏治

より鹿児島の美味しいもの、魅力を知って頂

い質疑応答しながら次につないでいく。そこ

じます。創業から今年で 5 年、当初はメディ

代表取締役 堀

■ 2018 年 2/16（金）
三金会を開催しました！

者とお会いして商品を実際に手に取ってもら

でもこの仕事が求められていることを強く感

代表者 北條カズ美・宮嶋 宏

Sake Tamu Project 〜お酒を楽しく嗜む〜
代表者 仲村 健太

また、今回より導入した「スポンサー制度」

私の心の支えにもなっています。3 階の展示

ラム内容の充実化を図っていきます。

「pamlo( パムロ )」は、訪日外国人をはじめとす
る旅行者のお出かけをサポートするアプリに事業
＜参加チーム 4 社 会社概要＞
者様が情報を掲載できるプラットフォームサービス
株式会社 Connpayto
昨年 9 月からスタートしていた「BusiNest
です。中でも、様々な AR ターゲットと地図を容易
代表取締役 窪田 仁
アクセラレーターコース 第 4 期」は 6 ヶ月
につなぐことができるため、既存媒体を道案内ツー
ルへと拡張することが可能です。「p パムロ amlo」
間の成果発表の場として「ファイナル・デモ」 事業内容：Payee（ペイ・イー）サービス
は、言葉や国籍・文化の違いを乗り越え、様々な
生命保険の請求者が行う「請求書類の請求金額」
・
を実施しました。
人々が快適に使えるユニバーサルデザインアプリ
「診断書の申請手続き」・「公的証明書の申請手続
金融機関・ベンチャーキャピタル・自治
き」などを簡単に、気軽に、安全に行うサービス。 を目指しています。
体など 40 名以上の方々が参加し、コース参
面倒な「請求手続き」の自動化を目指しています。

加チーム（4 社）は 10 分間のプレゼンテー

e-f プランニング

pamz. 株式会社

第 5 期は来年度実施予定。乞うご期待。

ション（事業内容や今後の展開など）で熱

（代表 佐伯 榮子 / さえき えいこ）

スから一人でも多く日本・世界を変えるスター

トアップを輩出できるようにさらなるプログ

に乗せた後には、仕事とテニスを両立させ

会員さまの “ つぶやき ”

  

熱い語りを聞ける、素晴らしい時間を共有できました！

に優しいアイウェア等を提供し、健康視生活

を探していたのです

が、この「BusiNest」の施設が素晴らしく、
氏

や商品開発

退職しました。

起 業 を 決 意し た

代表

の情報提供

も含め、目

後、 創 業 支 援 施 設

イベント盛りだくさんの BusiNest は、冬の寒さから春の暖かさへ。

■ 2018 年 2/22（木）
6 ヶ月で築き上げた成果を披露！ BusiNest アクセラレーターコース 第 4 期ファイナル・デモ

サングラス

ではなかったのです

が、昨年思い切って

BusiNest 開催イベントレポートです。

今回の講師は、BusiNest 創業準備コース

の卒業生、株式会社グローバルニッチパー

トナーズ

代表取締役

大堀宏氏です。

BusiNest 創業準備コース在籍時の取り組

み、ビジネスコーチの活用方法、どんなア

ドバイスが役に立ったかということなど多岐

フルネス」です。

の が、「 マ インド

最新の脳科学で「ストレス軽減」「集中力

アップ」「自律神経回復」などの効果が実証

され、アメリカではグーグルをはじめフェイ

スブックやインテル、マッキンゼーといった

企業のほか、政府機関の研修でもマインド

マインドフルネスの講師としても活動され

をレクチャーしていただき、参加者全員で姿
勢を正し自分の呼吸に意識を向けていく…

不思議な経験でしたが、心が落ち着いてい

くことを実感した参加者も多かったようです。

「日課としてぜひ取り入れてみたい。
」とい
う声も多く聞かれました。

緊張を強いられることが多い経営者にとっ

て、こういった「自らを見つめなおす時間を
手軽に創り出せる方法を知る」ということは
非常に重要ではないかと感じました。

大堀さんに続くBusiNest 卒業生の登壇が

楽しみです。

（相地 / 記）

