知って得するお得な情報コーナー
3
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木

商業出版講座 プレセミナー!!
18:30〜20:30 【講師】宇治川 裕氏

商業出版をすると
「ブランド力」
「専門化」
「信頼力」
「集客力」
が高まり、本業
の成果に繋がります。
このセミナーでは商業出版の実現に向けて、
出版業界の
理解、企画書の作り方、必要な文章力などについて学んでいただきます。
ビジ
ネスを広げたい、講演の機会を増やしたい、
メディアに取り上げられたい、
ビジ
ネスでの信用・信頼度を上げたいと考えている経営者、個人事業主、起業家
にオススメです。
ざっくばらんな雰囲気で質疑応答の場も設けます。
受講料：5,000円
会場：ウインクあいち1006
お申し込み：Facebookイベント、
こくちーず、Fax052-851-9509、
moto@daigendo.co.jp
主催：株式会社大元堂 共催：名古屋 今池 みやびサロン

3

12 土
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質問型営業体験セミナー

11

売れる士業の法則（中小企業診断士の販路開拓）

士業のためのマーケティングセミナー

金

19:30〜21:30 【講師】
日野 眞明

士業として食べていくためのノウハウを伝授！
二十数年と中小企業診断士として第一線で活躍されている日野先生に診
断士のマーケティングの極意を教えていただく、数少ない機会となりますので、
ぜひご参加くださいね。
・中小企業診断士の方・中小企業診断士に興味がある方
・本気の経営コンサルタントの方・士業の方
であればどなたでもご参加いただけます。
受講料：10,000円
（タスクール会員は無料）
会場：タスクール 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種502
お申し込み：info@task-school.com へ、
メッセージお願いします。
主催・お問い合わせ:タスクール

4

13:30〜16:00 【講師】吉田 直行

1金

NPR48蔵人アカデミー第６期
10:00〜16:00 【講師】三ッ口洋一

保険・リフォーム・不動産営業などのふつうの営業マンが、
「これだけでいい
の？！」
と面白いぐらい
「トップ営業マン」
に生まれ変わる！質問型営業体験セ
ミナー〜受注につながる
「３つのキーワード」
をお伝えします〜
なぜ、
これまで一生懸命駆けずり回りながらも成果の頭打ちを感じていた
営業マンが、かんたんに！目標達成数字を更新し続けられるようになったの
か？その秘密、知りたくありませんか？

毎週金曜日全４回で名古屋女子広報チームNPR(Nagoya Public
Relations)48のメンバーを育成します。
おやつをつまみながら、
マスコミ、
ネット、印刷、
イベントについて学びます。
お
仕事やご家庭の都合で、遅刻・早退・欠席・睡眠学習・別日程へ振替出席可
です。個人事業主、OL、主婦、学生どなたでもお気軽に。
内容等詳細はTeam N+1ホームページでご確認下さい

受講料：5,000円
会場：
（株）
リアライズ 名古屋オフィス JR中央線・地下鉄東山線 千種駅より徒歩３分
名古屋市東区葵３丁目２３７ 千種ファーストビルＮ９F
お申し込み：
（株）
リアライズHP申込みフォーム http://www.s-mbc.jp/seminar/
主催・お問い合わせ: 株式会社リアライズ 名古屋オフィス 0120-415-639

受講料：30,000円
（全４回分）
会場：タスクール 名古屋市千種区千種通7-25-1 サンライズ千種502
お申し込み：http://teamnplus1.thebase.in/
主催・お問い合わせ: Team N+1
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18:00〜20:00 【講師】弁護士 大井直樹、EAPコンサルタント 白石恵美子

「パワハラで社員から訴えがあった」
「 社員がSNSで不適切写真を暴露」
「退職者クレームで労基署が飛んできた」
などなど、今どきのお困り事に対処
し、
円満解決してきた二人が、時代に合わせたコンプライアンス・マニュアルの
作り方と体制作りのノウハウを、他社事例を交えてお伝えいたします。参加者
様特典として、規定や誓約書のサンプルと体制作りフローチャートをプレゼン
トさせていただきます。
受講料：5,000円
（参加者特典あり） 会場：ウインク愛知１３０９号室
お申し込み：hamokuri@ya2.so-net.ne.jp宛てに、
ご社名・ご参加者名・
参加人数・ご連絡先をお送りください。URL:人財研修.comから
の申し込みフォームからもお申込みいただけます。

主催・お問い合わせ:株式会社ハーモニークリエイション 090-7026-2373 (白石）

ネット受発注システムでBtoB業務効率化
電話受注による
聞き間違いを防ぐ

見積り状況を
システムで把握

売掛請求処理の
効率化

ご相談は、EC-CUBE B2B認定制作会社の

レスキューワーク株式会社まで

https://rescuework.nagoya/ 名古屋市天白区八事石坂129-507
電話：052-875-3905 メール : mizuno@rescuework.nagoya

ピックアップセミナーに掲載しませんか？
名古屋セミナー通信には
「セミナーカレンダー」
のページがあります。無料でセミナー情報を掲載できますが、
セミナーの内容や会費等が掲載できません。
ですので、
もっと情報を入れたい、
目立たせたいという方のために
「ピックアップセミナー」
ページを新設しました。
１ページあたり８ワク、
１ワク
（約6cm 9cm）
あたり５千円
（税込）
の掲載料がかかりますが、確実に目立ちます。
お申し込みはコチラからどうぞ
「ピックアップセミナー」
掲載申込みフォーム

カレンダーへの掲載（無料）
はコチラから
「名古屋セミナー通信」
情報掲載申し込みフォーム

お申し込みが終了したら、掲載料のお支払いをお願いします。毎号お申し込みは奇数月の月末です。
＜掲載料のお支払い先＞
三井住友銀行 名古屋栄支店（408）普通口座 1946823 一般社団法人 東海中小企業支援協会
※振込手数料は振込者負担でお願いします。

☆小規模事業者持続化補助金
小規模事業者の販路開拓等の取組み
（HPやチラシ作成、商品
パッケージ制作、集客力を高めるための設備導入など）
に対し、
原則50万円（補助率2/3）
を上限に支給されます。雇用者の増
加や買い物弱者対策、海外展開に取組む場合、上限額が100
万円になります。
☆創業・第二創業促進補助金
若者や女性など、創業を目指す方の店舗借入費や設備導入費
など創業費用について、原則200万円
（補助率2/3）
を上限に支
給されます。
☆ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
試作品やサービスの開発、生産工程の改善のための設備投資
に対し、原則1,000万円(補助率2/3)を上限に支給されます。
ま
た、設備投資を伴わない小規模な取組みや、大幅な生産性向
上、IoTなどの比較的規模の大きな取組みに対しても、
それぞれ
所定の額を限度に支給されます。
☆その他
省エネ設 備 導 入の支 援や、T P Pを活用した海 外 展 開 支 援
（JAPANブランドの育成、海外展開戦略の策定）、
などがありま
す。

☆補助金活用にあたって
補助金を活用することは非常に有効な武器となります。
しかし、
申請すれば必ず支給されるものではありません。採択の合否が
あります。綿密に申請書を作成する必要があり、採択後には細
かい報告義務もあります。
一方で、
申請書を作成するにあたっては、
自社のこれまでの事業
を見直したり、将来にむけた計画を練る良いきっかけともなりま
す。
こうしたことから、補助金を獲得するために専門家のアドバイス
や支援を受けながら進めることは、近道のひとつといえます。
ま
た、第3者を交えて事業を考えることができるため、多くの気づき
が得られるメリットもあります。
補助金はあくまで手段です。一番大切な目的は、
自社の事業を
どうしたいかということではないでしょうか。
ご自身の想いを叶え
るための手段のひとつとして活用していただき、事業を成功させ
ていただきたいと願っています。
詳細はお気軽にお問合せください。
中小企業診断士 加藤久徳（かとう ひさのり）
TEL:090-9128-2761 Mail:h-kato@mast-c.com
(一社)東海中小企業支援協会会員、
あいち産業振興機構登録専門
家、
ミラサポ登録専門家、MASTコンサルティング㈱登録コンサルタ
ント
個人・法人問わず、経営に係るお困りごとの解決や、想いをカタチ
にするお手伝いをさせていただいています。

「キミが主役！」のコワーキングスペースRoom8

みなさん﹁コワーキングスペー
ス﹂
ってご存 知でしょうか？何と
なく知ってる！そんな人が多いん
じゃないですかね？ちなみに私が
運営する﹁ Room8
﹂
もそのコワー
キングスペースと呼ばれる施設で
す︒
では︑
コワーキングスペースっ
て何なの？と聞かれそうなのでお
答えすると ︑
コワーキングスペー
スとは︑ものすごく 簡 単に言って
し ま う と﹁コミュニティー ﹂
＋﹁ワ
ークスペース﹂
です︒
一言でざっく
り 言 うとこんな感じですが︑
コワ
人たちです︒その人たちが﹁やり
ーキングスペースと 言ってもいろ
たいことを 思いっきりやる！﹂そ
んな 特 徴 を 持ったところがあ り
ます︒
めっちゃおしゃれなところ・ れをみんなで応援するそんなコワ
ーキングスペースです︒
超巨大なところ・ものすごくセミ
で一番 盛 り 上がってい
ナーが充 実している ところなど
Room8
など・・・
るイベントは︑
なんと Room8
懇親
では
﹁ Room8
﹂
はどんなところ
会です！
か？
は﹁ 会 員が主 役とな
美 味しい食 事とお酒を 飲みな
Room8
れるコワーキングスペース﹂
です︒ がら 仲 間と ︑﹁こんなことがやり
イマイチわかないそんな声が聞こ たい﹂﹁あんなことしたら 面 白 く
えてきそ うですね ︒ Room8
の特
ない？﹂などと 語 り 合 う︒その中
徴的な所それは Room8
に集まる
から 会 員が主 役となる 色々なも
のが生まれています︒
人と 人とのツナガリを 重 視し
ているので︑ビジネスでの仕 事の
紹 介やコラボはもちろんあ り ま
すが︑それ以外にも 大スクリ ーン
を 使った﹁マリオカート 企 画 ﹂や
﹁映画鑑賞会﹂
に︑歴 史 好 きの会
員による 自 分の好きな歴 史を 思
いっきり語る﹁歴史を語る会﹂︑英
語 を 話 し たい 人 の た め の﹁ A l l
！﹂
English Party
そして︑今はまだ外部には話せ
ない大企画も進行中︒
﹁キミが主役！﹂
のコワーキング
スペースそれが Room8
です︒

4

他社事例から学ぶ、
木 今どきのコンプライアンス・マニュアルの作り方

今年も中小企業・小規模事業者向けの様々な施策が実施される予定です。
その中から、補助金について主なものをご紹介いたします。

Room8
【名古屋市の隣にある春日井市JR勝川駅から歩いて１分のコワーキングスペース】
http://room8.club 〒486-0931 愛知県春日井市松新町１丁目２０番地 河合ビル３Ｆ TEL：0568-37-0287
営業時間 平日：9:00〜22:00 土日祝日：9:00〜17:00

