■主催：朝日信用金庫 後援：台東区
産業競争力強化法に基づく認定創業支援等事業計画 特定創業支援等事業

これから創業される方・創業５年以内の方のための
受講料

無料

たいとう朝日創業塾

朝日信用金庫は、台東区の創業支援等事業計画と連携し、特定創業支援等事業として創業
塾を開催します。本気で起業準備を考えている方、創業したものの悩まれている方等、短
期集中の創業塾であなたの考えるビジネスモデルを実現してみませんか？
◆会

場

朝日信用金庫 西町ビル７Ｆ

◆定

員

15 名

◆ 申込方法

（先着順とさせていただきます）

裏面の二次元コードまたはURLより必要事項を参加フォームご入力のうえ送信してください。

経 営 ・ 財 務
東京都よろず支援拠点
中小企業診断士

浅沼

【受講生の皆様へ】新型コロナウイルス感染防止対策
を徹底し開催いたしますので、ご協力お願いいたしま
す。また、状況変化に伴い、開催場所の変更やオンラ
イン活用等運営方法を変更する場合もございます。

聡 氏

人材育成

販路開拓

ブランカ社会保険労務士法人
社会保険労務士

小さな会社研究所

石関

教育関連業従事後、コンサル会社設立。
個人事業主としても創業。創業や事業計
画の作成、事業承継など、中小企業の継
続性に留意した支援をモットーとする。
FPの視点から「お金」のプランや財務諸
表も解説する。

裕子

浦川

氏

元客室乗務員という異色の経歴を持つ。
「会社が潰れたら雇用は守れない」を信
条に社会保険労務士事務所を開設。自身
が作成した就業規則は140社以上。また、
大学講師やセミナーなど多方面で講義も
行う社会保険労務士としても活躍中。

拓也

氏

宮城県石巻市出身。旅行会社勤務後、東
北の復興支援に関わりながら中小企業支
援のビジネスコンサルタント会社に勤務。
現在神奈川県よろず支援拠点コーディ
ネータ―として中小企業のPR・広報、ブ
ランディング支援を行う。

【 カリキュラム 】
開催日時

カテゴリー

講

師

テーマ

10月 18日（火）
18：30～20：30

経

営

浅沼

聡氏

経営の全体像を理解しよう

11月 1日 (火）
18：30～20：30

財

務

浅沼

聡氏

これだけは押さえておきたい！創業する
うえで知っておきたい「お金」のはなし

11月 16日（水）
18：30～20：30

人材育成

石関 裕子氏

経営者の方に求められる
人材育成と労務管理のポイント

11月 29日（火）
18：30～20：30

販路開拓

浦川 拓也氏

ファンづくり広報で売上アップ！
価格競争もうやめた！

■たいとう朝日創業塾（全４回）をすべて受講し、証明書の交付を受けた場合、創業に関する以下の
特例措置を受けられる場合があります。
① 台東区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7％の登録免許税が0.35％に軽減、合名会社または合資会社は、
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。
② 創業関連保証の特例
事業開始の6ヵ月前から利用することが可能になります。
③ 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足
④「小規模事業者持続化補助金」創業枠（上限200万円）の申請要件充足
※②～④については、別途、審査を受ける必要があります。
上記「証明書」の交付を希望される方は、最終回終了後に区所定の申請書を台東区までご提出ください。
交付の準備ができましたら、台東区よりご連絡をさせていただきます。

【創業塾会場 朝日信用金庫 西町ビル ご案内地図】
【住所】
台東区東上野１－２－１
【交通のご案内】
都営地下鉄大江戸線「新御徒町」A1出口徒歩0分
つくばエクスプレス「新御徒町」徒歩3分
ＪＲ山手線、京浜東北線「御徒町」徒歩8分
東京メトロ日比谷線「仲御徒町」徒歩7分

《 ご来場のお客さまへのお願い 》
会場には本セミナー専用のお客さま用駐車場の準備
がございませんので、お車でのご来場はお控えいただき
ますようお願い申し上げます。

『 たいとう朝日創業塾 』参加お申込み方法
申込方法

下記URLまたは二次元コードより必要事項を
ご入力のうえ、お申込みください。

申込フォーム：https://form.asahi-shinkin.co.jp/n/form/zzib/J7kUQy7RuSSuf-uyAmhLf

【主催・お問い合わせ】 朝日信用金庫 お客さまサポート部 TEL.03-3862-0668

※本申込書に記載された個人情報について、特定創業支援等事業の運営に関わる業務のほか、今後の当金庫のサービスのご案内・ご提案に
利用させていただきますので、ご了承 ください。

■主催：朝日信用金庫 後援：江戸川区
産業競争力強化法に基づく認定創業支援等事業計画

特定創業支援等事業

これから創業される方・創業５年以内の方のための
受講料

無料

えどがわ朝日創業塾

朝日信用金庫は、江戸川区の創業支援等事業計画と連携し、特定創業支援等事業として創業
塾を開催します。本気で起業準備を考えている方、創業したものの悩まれている方等、短期
集中の創業塾であなたの考えるビジネスモデルを実現してみませんか？
◆会

場

タワーホール船堀３Ｆ 産業振興センター

◆定

員

15 名

（先着順とさせていただきます）

【受講生の皆様へ】新型コロナウイルス感染防止対策
を徹底し開催いたしますので、ご協力お願いいたしま
す。また、状況変化に伴い、開催場所の変更やオンラ
イン活用等運営方法を変更する場合もございます。

◆ 申込方法 裏面の二次元コードまたはURLより必要事項を参加フォームにご入力のうえ送信してください。

財 務

経 営
東京都よろず支援拠点
中小企業診断士

和田

寿郎

東京都よろず支援拠点
税理士

氏

不動産デベロッパー出身。中小
企業診断士としての多様な業種
の経営改善を経験。東京都よろ
ず支援拠点では経営課題の解決
や資金繰り、金融機関対応など
の支援を行っている。

星田

直太

氏

一般事業会社勤務から税理士法人
や中小企業活性化協議会での勤務
を経て独立。よろず支援拠点では
複雑な税務や会計のルールや資金
計画、資金調達などを経営者の立
場で分かりやすく助言を行うこと
をモットーとしている。東京商工
会議所の講師経験も多数。

人材育成

販路開拓

ブランカ社会保険労務士法人
社会保険労務士

小さな会社研究所

石関

裕子

氏

元客室乗務員という異色の経歴。
「会社が潰れたら雇用は守れな
い」を信条に社会保険労務士事務
所を開設。自身が作成した就業規
則は140社以上。また、大学講師
やセミナーなど多方面で講義も行
う社会保険労務士としても活躍中。

浦川

拓也

氏

宮城県石巻市出身。旅行会社勤務
後、東北の復興支援に関わりなが
ら中小企業支援のビジネスコンサ
ルタント会社に勤務。現在神奈川
県よろず支援拠点コーディネー
ターとして中小企業のPR・広報、
ブランディング支援を行う。

【 カリキュラム 】
開催日時

カテゴリー

講

師

テーマ

10月 27日（木）
18：30～20：30

経

営

和田 寿郎氏

創業にあたって「経営」を考えよう

11月 10日（木）
18：30～20：30

財

務

星田

直太氏

創業者が知っておきたい財務のポイント

11月 24日（木）
18：30～20：30

人材育成

石関

裕子氏

経営者に求められる
人材育成と労務管理のポイント

12月 8日（木）
18：30～20：30

販路開拓

浦川

拓也氏

ファンづくり広報で売上アップ！
価格競争もうやめた！

■えどがわ朝日創業塾（全４回）をすべて受講し、証明書の交付を受けた場合、創業に関する以下の
特例措置を受けられる場合があります。
① 江戸川区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7％の登録免許税が0.35％に軽減、合名会社または合資会社は、
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。
② 創業関連保証の特例
事業開始の6ヵ月前から利用することが可能になります。
③ 日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足
④「小規模事業者持続化補助金」創業枠（上限200万円）の申請要件充足
※②～④については、別途、審査を受ける必要があります。
上記「証明書」の交付を希望される方は、最終回終了後に区所定の申請書を江戸川区までご提出ください。
交付の準備ができましたら、江戸川区よりご連絡をさせていただきます。

【創業塾会場 タワーホール船堀３階 産業振興センター ご案内地図】
【住所】
江戸川区船堀４－１－１
【交通のご案内】
都営地下鉄新宿線「船堀」駅前

《 ご来場のお客さまへのお願い 》
会場には本セミナー専用のお客さま用駐車場の
準備がございませんので、お車でのご来場はお
控えいただきますようお願い申し上げます。

『 えどがわ朝日創業塾 』参加お申込み方法
申込方法

下記URLまたは二次元コードより必要事項を
ご入力のうえ、お申込みください。

申込フォーム：https://form.asahi-shinkin.co.jp/n/form/zzib/bEy6CKGx5sapUYDJ4KvX8

【主催・お問い合わせ】 朝日信用金庫 お客さまサポート部 TEL.03-3862-0668

※本申込書に記載された個人情報について、特定創業支援等事業の運営に関わる業務のほか、今後の当金庫のサービスのご案内・ご提案に
利用させていただきますので、ご了承ください。

