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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

経営支援関連

しんきんfabbit会サービスメニュー

イベント関連

1. サムライ相談会 2. 個別相談 3. クロスボーダー支援 4. PRアドバイス

5. 上場会社社長セミナー 6. テーマ別勉強会 7. 共催セミナー 8.ビジネスマッチング 9. fabbit施設入居

その他
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

スタートアップや創業希望者のための士業無料相談窓口です。

Samurai Caféオンデマンドの士業に対して個別相談が可能です。

サムライ相談会01.

相談可能テーマ

会社設立に関する申請、秘密保持の規約内容、決算や税務申告、助成金申請、

各種契約書の作成、外国人の在留許可（VISA）・外国人雇用、社会保険、

就業規則や雇用・労使関係の法規等、各種登記申請、

起業時・起業後のビジネス上の課題

実施方法 オンライン（ZOOM）

利用回数上限 1社2回まで

開催頻度/月 30分×10回（10社）程度

相談先 弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士、行政書士、一級建築士、社労士 ほか

申込方法
fabbitサムライ相談会サービスページよりお申込みください。日程を調整後ご連絡します。
https://fabbit.co.jp/event/samurai-cafe202101/

※無料相談は各士業者の専門分野における一般的な質問に対する回答の提供までとし、各士業者の個別具体的な実務の提供については有料となります。

https://fabbit.co.jp/event/samurai-cafe202101/
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

相談可能テーマ 売上向上、コスト削減、新規事業戦略、顧客紹介 等

実施方法 オンライン（ZOOM）

利用回数上限 制限なし

開催頻度/月 30分×10回（10社）程度

相談先

fabbit経営幹部・顧問、アドバイザリーボードメンバー、アンバサダーなど

一例）■田中 保成 （fabbit 経営最高責任者）
■那珂 通雅氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長）
■藤井 ダニエル 一範氏（トラスト･キャピタル株式会社 代表取締役社長）
■前刀 禎明氏（株式会社リアルディア 代表取締役社長）
■吉尾 春樹（システムソフト株式会社 代表取締役）
■河田 剛（スタンフォード大学アメリカンフットボールコーチ） ほか

申込方法
開催の都度、当社よりメールにてご案内いたします。
事前に参加申込の上、ご参加ください。

個別相談会02.

fabbit経営幹部やアドバイザリーボードメンバーの個別相談が可能です。

※海外進出・展開についてのご相談は「03.クロスボーダー支援」をご覧ください。 ※相談先の指名は出来ません。
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要ですクロスボーダー支援03.

相談可能テーマ 海外進出、海外展開

実施方法 オンライン（ZOOM）

利用回数上限 1社2回まで

開催頻度/月 30分×2回（2社）程度

相談先

fabbit アドバイザリーボードメンバーなど

一例）■田中 保成 （fabbit 経営最高責任者）
■那珂 通雅氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長CEO）
■藤井 ダニエル 一範氏（トラスト･キャピタル株式会社 代表取締役社長 兼 CEO）
■Cornelius Boersch 氏（Mountain Partners AG 創業者 兼 エグゼクティブ・チェアマン）
■前刀 禎明氏（株式会社リアルディア 代表取締役社長）
■吉尾 春樹（システムソフト株式会社 代表取締役）
■河田 剛（スタンフォード大学アメリカンフットボールコーチ） ほか

申込方法
開催の都度、当社よりメールにてご案内いたします。
事前に参加申込の上、ご参加ください。

※海外進出・展開についてのご相談に限ります。その他のご相談は「02.個別相談」をご覧ください。 ※相談先の指名は出来ません。

海外進出・展開に向けた個別相談が可能です。

fabbitアドバイザリーボードメンバー等がアドバイスを実施します。
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要ですPRアドバイス04.

相談可能テーマ プロモーション、マーケティング全般のご相談

実施方法 オンライン（ZOOM）

利用回数上限 1社1回まで

開催頻度/月 30分×4回（4社）程度

相談先 fabbit経営幹部およびfabbit委託先企業

申込方法
開催の都度、当社よりメールにてご案内いたします。
事前に参加申込の上、ご参加ください。

ＰＲに関する意見交換会およびメディアを紹介します。

RELEASE
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

過去の登壇者（一例）

• Apple 共同創業者 スティーブ・ウォズニアック様

• YouTube 共同創業者 チャド・ハーリー様

• Twitter 共同創業者 ビズ・ストーン様

• Wikipedia 創業者 ジミー・ウェールズ様

• Zillow Group 共同創設者 スペンサー・ラスコフ様

• Nasdaqテクノロジー・ジャパン㈱ 代表 杉原 幹朗様

• 日本ベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長 奥原 主一様

• CANDY HOUSE JAPAN㈱ CEO 古 哲明様

• ㈱CAMPFIRE 代表取締役 家入 一真様

• ㈱FiNC Technologies 代表取締役 CEO 南野 充則様

• 米国連邦上院議員（ハワイ州）グレン・ワカイ様

• さくらインターネット㈱ フェロー 小笠原 治様

• ウォンテッドリー㈱ マネージャー 椿原 修平様

• Collab Asia, Inc. COO Allen Lee様

• ㈱サイバーエージェント・キャピタル ヴァイス・プレジデント 北尾 崇様

• ㈱スペースマーケット 代表取締役 重松 大輔様

• 軒先㈱ 代表取締役 西浦 明子様

• FCバルセロナ（スペイン） シャビ・アセンシ様

• オールブラックス（ニュージーランド） リッチー・マコウ様

• 東京大学先端科学技術センター東京大学教授・信州大学教授 玉井 克哉様

• ㈱アイスタイル 代表取締役社長兼CEO 吉松 徹朗様

• ㈱ベクトル 取締役専務執行役員 中島 謙一郎様

• ㈱ベネフィット・ワン 白石 徳生様

• ㈱オプトホールディング 鉢嶺 登様

• 日本航空㈱ 執行役員 人財本部長 小田 卓也様

• ㈲監査法人トーマツ マネジャー 中山 洋平様

• Airbnb Japan㈱ 執行役員 長田 英知様

• ㈱リンクジャパン CEO 河千泰 進一様

• HRソリューションズ㈱ 代表取締役 武井 繁様

• ライフネット生命保険㈱ 代表取締役社長 森 亮介様

• ㈱ビジョン 代表取締役社長兼CEO 佐野 健一様

• ㈱クリーク・アンド・リバー 代表取締役社長 井川 幸広様

• ㈱ボーダレス・ジャパン 代表取締役社長 田口 一成様

• SATORI㈱ 代表取締役 植山 浩介様 ほか多数（順不同）

上場企業社長セミナー05.

世界的企業の経営者を招いての講演、上場企業社長による講演会など

fabbitが開催する各種セミナーへ参加が可能です。

申込方法
各種イベント・相談会の参加は、事前の参加申込が必要です。開催の都度、当社より
メール等にて参加募集のご案内を致します。事前に参加申込の上、ご参加ください。
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要ですテーマ別勉強会06.

各業界における課題を掘り下げたテーマや、昨今話題のキーワードを取り上げるなど、

テーマ別にfabbitが開催する勉強会への参加が可能です。

過去に開催した勉強会テーマ

• 「FINTECH―フィンテック―」とは

• 急増する訪問観光客へのITサービス

• 観光客5000万人時代へのベンチャー企業のチャレンジ

• スポーツマネジメント

• “サブスクリプション”～課金モデルの変革が与える新しい生活～

• DX事例から学ぶ、”理想”を”現実”に変えるコツ

• グローバルビジネスをゼロから創出し、業界No1へと成長させたイノベーション戦略

• マーケティング×SaaS

• 地方創生 ～スタートアップと自治体が描くビジネスモデル

• ワーケーション～ニューノーマル時代のビジネスチャンス

• SDGs×経済合理性 ～利益を生むSDGsビジネスの秘訣～

• Health Tech ～コロナ禍での課題と成功軌道にのせる秘策

• エンジェル投資 ～成功事例から学ぶスタートアップの資金調達～

ほか多数（順不同）申込方法
各種イベント・相談会の参加は、事前の参加申込が必要です。開催の都度、当社より
メール等にて参加募集のご案内を致します。事前に参加申込の上、ご参加ください。
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

事例）企業様との共催セミナー：一般社団法人東京ニュービジネス協議会共催「スタートアップ・メンタリング・プログラム」

共催セミナー07.

各企業様との共催セミナー・ピッチコンテストなど様々なイベントにご参加いただけます。

本イベントは、選抜されたスタートアップ企業経営者が、限られた時間の中で自社製品やサービス等についてのピッチを行う大会です。

IPOを経験した経営者、VCの皆様からのメンタリングに繋がる他、メンター企業様との業務提携が実現する等、白熱したピッチが繰り広げられます。

※下記はイメージ事例です。都度、共催団体は変更になりますのでご了承ください。

申込方法
各種イベント・相談会の参加は、事前の参加申込が必要です。開催の都度、当社よりメール等にて参加募集のご案内を致します。
事前に参加申込の上、ご参加ください。
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

fabbit開催の各種イベント会場での出席者紹介を通じて、

新たなビジネスマッチングや人脈形成を支援します。

ビジネスマッチング08.

※現在は新型コロナウイルス感染症対策により現地参加者を大幅に限定しております。ご容赦ください。

申込方法
各種イベント・相談会の参加は、事前の参加申込が必要です。開催の都度、当社よりメール等にて参加募集のご案内を致します。
事前に参加申込の上、ご参加ください。
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

FGG 大手町 大手町 青山 京橋 銀座

日本橋 FGG 大阪本町 大阪本町 新大阪 大阪福島

広島駅前 宗像FGG アクロス福岡 博多FGG 博多駅前

fabbit施設を２か月間無料で使用可能です。

fabbit施設入居09.

広島駅前 宗像FGG アクロス福岡 博多FGG 博多駅前

※ 土日祝日や営業時間外のご見学のご予約には対応できないことがございますので、予めご了承ください
※６か月以上の入居契約締結で適用となります。 ※満室などご利用できない場合がございます。 ※入居には審査が必要です。

申込方法 右記までお問合せください。内覧含めご案内いたします。fabbitコールセンター0120-753-361 （受付時間 平日9:00～18:00）
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ご利用は『しんきんfabbit会』
事前登録が必要です

しんきん創業の扉から「しんきんfabbit会」に

ご登録ください。詳細は各種サービスページを

ご覧ください。

特典利用までの流れ

• サムライ相談会

• 個別相談会

• クロスボーダー支援

• PRアドバイス

• 上場企業社長セミナー

• テーマ別勉強会

• 共催セミナー

• ビジネスマッチング

• fabbit施設入居

「しんきんfabbit会」登録は右記をご確認ください。

しんきんfabbit会への
ご入会方法

https://www.shinkin-sogyo.net/topics/id=635

しんきんfabbit会へのご入会は、

下記QRコードを読み取るか、

URLから申込フォームにアクセスし、

必要事項を送信ください。

https://member.fabbit.co.jp/register?businessAlliance=1

