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リライアンス
森田 満晴（もりた みつはる）

できるだけ多くの働く人が、
今よりも幸せな気持ちになっていける、そんな世の中の実現が夢です。

BusiNest 創業者ストーリー

03Founder St�yファウンダー ストーリー

創業（独立）のきっかけは？
　会社員時代からコーチの仕事は5年ぐらいやって
いました。
　平日夜、休みの日を使って活動していましたが、
コーチの仕事にもっと時間を使いたいと思ったり、
たくさんの方に提供したいという思いが強くなって
きて創業することにしました。

どんな事業を実践していますか？
　出身コーチングスクールの運営と講師業のかたわ
ら、カルチャースクール講師（2018年まで）、自主
セミナー開催、働く方や就活生、学生さん向けの個
人サポートコーチングが中心です。
　また、会社員時代営業職が長かったこともあり、
企業さん向けに営業職サポートも提供しています。
　そのために、元営業マンにならないようにと委託
営業としての活動もしています。

これから事業でやりたい夢は？
　これまではどちらかと言えば個人相手の事業でし
たが、個人相手ですとコーチとしてサポートできる

人数が限られてきます。
　法人相手に事業を展開しより多くの方へコーチと
してのサポートができるようにして行くのが目指す
ところです。
　できるだけ多くの働く人が、今よりも幸せな気持
ちになっていける、そんな世の中の実現が夢です。

ビジネストに入っていかがですか？
　自分がやりたいこと、できること、事業を通して
成し遂げたいことが明らかになったというのは最初
のステップでした。
　具体的に言うと、自分の事業だと思っていた「コー
チング」は成し遂げたい「実現する手段」だという
ことです。
　本気で考えてポロッと出てきた言葉を拾っても
らって大きなヒントになり、具体的な企画に繋がっ
ていったことが印象に残っています
　今までのビジネストのサポートを振り返って見る
と、私の中に眠っている経験やスキルが引き出され、
大切にしたい事、やりたい事にエッセンスが注入さ
れ形になったそんな気がします。

Profile
銀座コーチングスクール多摩クラス共同代表
30分営業会議&15分面談の専門家
営業職の心のコーチングアドバイス主宰

ロゴマーク

コーチング中の森田氏。

最新情報はこちら▶ https://reliancemorita.net

コーチとしては森田彬裕（もりた あきひろ）
として活動

代　表

Beauty & Medical Japan
古川 真理子
（ふるかわ まりこ）

将来は日本の美容系サービスのスクール化を海外で展開し、
高齢者が生き生きと歳を重ねるためのセミナーなどを世界で開催していきたいです。

BusiNest 創業者ストーリー

04Founder St�yファウンダー ストーリー

創業（独立）のきっかけは？
　独身時代、短期の奨学金留学したことが最初の、そ
して結婚後に夫の海外駐在でアメリカ及びシンガポー
ルの海外生活経験がきっかけでした。
　国内とは違う生活の中で、改めて日本の良さと、特
にサービスレベルの全体的高さを再認識しました。自
身も興味があり、かつ、世界共通の関心事である美容
と健康（医療）のサービスを通して日本の素晴らしさ
を世界に伝えていきたい、と帰国後に思うようになり、
事業化を考えてる中でビジネストに出会いました。

どんな事業を実践していますか？
　①「国内美容系店舗へのグローバル化対応サービ
ス」、②「アンチエイジング特化型美容インバウンド
サービス」の二軸です。
　当初②の立ち上げ準備しておりましたが、翌年コロ
ナにより一旦保留にせざるを得なくなり、将来コロナ
収束後にインバウンド事業にも繋がる可能性のある①
を新たに構築。
　①は高い技術やホスピタリティがありながら日本以
外ではほぼ知られることがないまま機会を逸している
日本の美容系店舗が、運営側の負担と時間を使わずに

外国人客を迎え入れられる体制を準備できます。
　また、この①と②は店舗にとって将来相互リンクす
るメリットもあります。今は先に①のサービスを広く
展開できるよう努めています。

これから事業でやりたい夢は？
　構築した2つのサービスの最初のサービスジャンル
は美容系メインですが、今後は順次美容医療、健康・
医療の方向も検討しています。そして、将来は日本の
美容系サービスのスクール化も海外で展開できるとい
いですね。引いては、先進国での共通問題である「高
齢化」に関して老化を遅らせるよう、見た目も生き生
きと、健康的に年を重ねるためのセミナー・ワーク
ショップを世界各国の取組み団体等と共同して開催
し、サイト等も含めて情報発信をしていきたいです。

ビジネストに入っていかがですか？
　ビジネスとデザインの各コーチとの伴走支援は、孤
独感を感じる時でも１人ではないという力強さを感じ
ました。社会情勢を踏まえたビジネスの方向性や必要・
不要なものの切り分けもできてスッキリ整理されてい
きました。

Profile
法律事務所勤務後、大手英会話学校Mgr、事務アウトソー
シングプロジェクトMgr等マネジメント経験多数。新規プ
ロジェクト複数立ち上げ経験と社内表彰も。3ヶ国の海外
生活体験有り。また企業研修講師でもある。

ロゴマーク

持ち前の英語力で美容に関するインバウンドサービスを展開
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本年もよろしくお願いいたします。
ビジネストは昨年から「CHANGE The BusiNest」に取り組んで参りました。

様々な分野の専門家を迎え、創業者への支援を充実させています!

新アドバイザーのご紹介 (第一弾)

専門分野
小売、サービス、医療福祉（販
路開拓、マーケ、人事）
メッセージ
起業家は自分が幸せでないと
誰も幸せにできません。一緒に
ご自身が進みたい未来を考え
ていきましょう。

松本 典子
専門分野
創業支援、事業承継、資金調達、
内部管理、経営戦略
メッセージ
メガバンク等で40年間、千数
百名の社長さんから相談を受
けてきました。企業の発展を一
緒にサポートします。

吉本 準一
専門分野
経営戦略立案、事業計画策定、販売、マー
ケティング、集客、商品・サービス開発
メッセージ
起業・創業の不安を少しでも緩
和するためにお手伝いいたしま
す。事業を形にし、跳びたてる
ように精一杯サポートします。

内藤 義光
専門分野
新商品・サービス開発・経営計
画策定・ブランディング
メッセージ
小規模事業者に特化した商品・
サービス企画開発を得意とし
ています。一緒に「売れる」商
品を開発しましょう！

高島 稔
専門分野
小売、サービス、製造（事業計
画、販売促進、施策活用）
メッセージ
高い志や強い精神力、向上心
や好奇心など、しなやかなマイ
ンドセットで創業期に待ち受け
る困難を乗り越えましょう！

川口 悠



1月
14日 10:00～ 16:00 金融相談会
14日 14:00～ 17:00 知的財産相談会
19日 17:00～ 19:00 創業ナイトスクール
20日 10:00～ 12:00 ふたばの会
22日 14:00～ 16:00 知的財産相談会

6日 12:30～ 16:45 ビジネスフォローアップ講座
9日 17:00～ 19:00 創業ナイトスクール

12日 10:00～ 16:00 金融相談会
13日 13:00～ 15:50 創業支援体験会「冬」
17日 10:00～ 12:00 ふたばの会
18日 14:00～ 17:00 知的財産相談会
19日 15:00～ 17:00 創業ゼミナール
26日 14:00～ 16:00 知的財産相談会

11日 10:00～ 16:00 金融相談会
11日 14:00～ 17:00 知的財産相談会
17日 10:00～ 12:00 ふたばの会
26日 14:00～ 16:00 知的財産相談会

2月 3月

2021年 BusiNest 今後のイベントスケジュール予定　※予定はオンライや中止に変更する場合がございます。 ●詳細はWEBをご確認ください

BusiNest ほ ん だ な

H O N D A N A

『毎日読みたい365日の
  広告コピー』

出版社：ライツ社
著　者：
WRITES PUBLISHING

どこかで見たような、
聞いたような。妙に納

得してしまう、人生に気づきや希望を与えて
くれる言葉がたくさんあります。ひとつのコ
ピーが、起業を目指す皆さんにハッと何か
気づかせてくれるかもしれません。（水嶋）

Event Report
—ビジネストイベントレポート—

2020年10月27日㈫・11月17日㈫

本講座では、スタートアップの方々に
向けて、コストを抑えて効率的に実
施できる広報について基礎知識と各
手法の活用事例を紹介します。

スタートアップオンラインセミナー

2020年12月、ビジネスト
の交流室奥の本棚に新し
い書籍が入りました。これ
実は、ビジネストスタッフ
のセレクトだけに経営、動
画制作、デザイン、ブラン
ディング、お金、ビジネス
まんが！？ 様々なジャンル
があって楽しいですよ。

新型コロナウイルス感染予
防のため、ビジネストでは
会員の出入管理を徹底し
ています。今まで通りでは
ありますが、ビジネストに
入る際には必ず3階受付で
の記帳のご協力をお願い
いたします。

ビジネストの本棚に
新しい書籍が入りました。

新型コロナ感染予防対策として
ビジネストに入るときは
「記帳」をしてください。

2月1日㈪  15:00～17:00

来年3月からスタートする
「ビジネスト創業準備コー
ス」の募集を2/1からスター
トします。詳しくはHPをご
覧ください。
夢の第一歩を踏み出すため
のサポートをいたします。

2月から創業準備コース
募集スタートします。
期間：2月1日㈪  ～28日㈰

新型コロナウイルス感染予
防のため、ビジネストで開
催されるセミナーやワーク
ショップをオンラインに変
更、または中止にする場合
があります。詳しくはHPを
ご確認ください。

新型コロナ感染予防対策として
オンラインセミナーへの
変更や中止の可能性が
あります。

ビジネストからのお知らせ2021年 BusiNest Information ※詳しくはビジネストのHPをご確認ください

ビジネストの本棚にあるオススメの書籍

BusiNestでは、創業に関心を持つ方々
を対象に「創業！ナイトスクール」を
全4回シリースで開催しています。各2
時間で創業に必要な知識をダイジェス
トで学んでいただきます。
第1回（10/27）は「しっかり学ぼう！
経営戦略」というテーマで馬込が、第2
回（11/17）は「しらなきゃまずいよ！
人事労務」というテーマで中小企業診
断士・社会保険労務士の安田厚氏が講
師を務めました。
続いて、第3回（1/19）は販路開拓、第
4回（2/9）は財務会計です。
皆さんも秋冬の夜長にビジネスを学び
ませんか。（馬込）

講師に若手中小企業診断士で活躍中の藤尾翔太氏
をお招きし、『知りたい！補助金・助成金の基本と
事業計画作成のポイント』というテーマでセミナー
を開催しました。
重要ポイントを押さえながらの演習や講義は、参
加者の皆様からも「分かりやすかった」「非常に参
考になった」と大変好評でした。本講座では、経
営相談会も併催し、創業者の方だけでなく事業者
の方のサポートも実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、新たな
常識が定着し、社会環境が大きく変化してきてお
ります。ビジネストでは今後も「with コロナ」
「after コロナ」の新しい時代を見据え、創業者や
中小企業者の皆様がこの時代を乗り越えていくた
めに有用なセミナーやイベントを企画してまいり
ます。（渡辺）

2020年11月13日㈮

補助金セミナー＆個別相談会

今回は多摩地域が誇
るご当地ラーメンの
「八王子ラーメン」を
ご紹介します。最近
では全国展開のコン
ビニでもチルド麺や
カップ麺が発売され
て話題になっており

ますが皆さんはご存じでしょうか？ 細めの中華麺
に濃いめの醤油ダレ、そして刻んだ『生の玉ねぎ』
のトッピングが大きな特徴です。歴史ある老舗も
多い中、写真の「びんびん亭」のように店舗を拡
大し、八王子ラーメンもお手軽に食べられるよう
になりましたので是非ともご賞味ください！

好評開催中
「創業！ナイトスクール」

2020年11月7日㈯

11月7日に「アート思考で探る・マイスタートアップ」のタイ
トルで、これから何かやってみたいけれど…と思っている方
を対象とした新たな一歩を踏み出すキッカケと気づきを得る
ためのワークショップを開催いたしました！
ワークショップには創業をしたい方、地域・地元の貢献をし
たい方、自分自身の可能性への気づきを得た方など様々な方
が参加し、既存の考え方に捉われず「私」の直感を大事にす
る「アート思考」で、各グループでワイワイと自分の直感で
選んだアートカードを使いながらそのカードに惹かれた想い
を語ったり、皆のカードを合わせてひとつの物語を考えて発
表したり致しました。
「〇〇さんのお話や選んだアートカードの理由や自分との違
いと共感も得つつ、色々な気づきも得られました！」と受講
者の方からお話も頂きました。いつもの講義スタイルではな
く「自分」を主体的に考え、創造力を働かせて行動していく
ことは、これからのニューノーマル時代においては大事な要
素です。BusiNestでは、今後もワークショップの形式を行い
ながら参加者同士の対話を深めて新たな一歩を踏み出すよう
な講座も企画し、各自治体にも展開していきたいです。（岩井）

11/20 ビジネスト創業ゼミナール
「とってもやさしい確定申告のしか
た」を開催しました。
本年も税理士法人坂本＆パート
ナー所長の山尾秀則様にご講演い
ただきました。毎年恒例、大好評
のこの講座、今回も創業者の目線
で、青色申告・白色申告の違い、
領収書・請求書の整理の仕方、収
支のまとめ方等々、年明けの確定
申告にむけた悩みごとを、本当に
わかりやすく解説していただきま
した。創業者はこれではじめての
確定申告もバッチリです！（馬込）

2020年11月20日㈮

創業ゼミナール11月
とってもやさしい
確定申告のしかた

社会とつながる私の魅力発見ツアー❶

ラヲタ
ラーメン診断士で行こう！

「いわわん」の
Vol.2
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ビジネストで温められたタマゴから産まれた好奇
心旺盛なヒヨコ。ビジネスト内を面白いことを探
しながら散歩している。創業者精神を大切にし、
創業者を心から応援している。口癖は「ピヨ」。

ビジネストのゆるキャラ
「ビジピヨ」誕生！

必見！スタートアップに
適した広報とは？

セミナー お知らせ

お知らせお願い

募集中！

Start-up Preparation Course

創 業
準 備
コース

創業準備コース

ON LINE

八王子ラーメン「びんびん亭」

ポイントを抑えた講師の説明に関心する受講者

講師の馬込氏講師の安田氏

わからないことに丁寧に答える山尾講師アート思考を育てるためのアートカードを使ったワークショップ


