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　9 月 30 日（火）、当センター主催による『長く
愛される飲食店を作りたい方のための起業塾』
（飲食店特化起業塾）がスタート。第１回は「起業
塾総論」として、当センター副施設長兼ＩＭ（イ
ンキュベーションマネジャー）の田中健一朗が
登壇しました。この講座は、飲食店開業を目指す
方に向けて、事業計画書の作り方、店舗物件の探
し方、資金調達方法の他、店舗運営や集客等、飲
食店を開業するために必要なノウハウを、全６
回（11 月 4 日までの毎週火曜日）にわたりレク
チャーするというものです。

「飲食業が多く集まっている新宿区の特長を活かす企画としました。一
概に飲食店の開業といっても様々なフェーズがあるため、全６回の連続
講座とし、より実践的なノウハウを紹介しようと思っています」と田中。
自身の開業経験も交えながら事業計画の立て方等について解説しまし
た。
　10 月 7 日（火）には、第２回「不動産
仲介のプロに聞く、物件探しのコツ」
を開講。当センター卒業生、アップシ
ードレジデンシャル株式会社代表取
締役・岡野大助氏を講師に、新宿区内
の店舗物件状況や良い物件を探すう
えでのポイント等、なかなか聞けない
物件探しのコツを専門家ならではの
視点から紹介しました。

シェアオフィスの提供と常駐専門家 (IM) によるサポートで、新宿区内での新たな事業・ビジネスを加速させます。
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　9 月 18 日（木）、東京富士大学・
二上講堂にて、東京三協信用金庫
が主催する『ビジネスフォーラム
2014　地域資源を新たな角度から
捉える！中小企業のビジネス戦
略』が開催され、当センター利用者
で、地元高田馬場から“和の文化”を
発信する事業に取り組む花鳥風月
代表・原緋彩恵氏が登壇しました。
　原氏が登壇したのは、地域の特

性を活かしたビジネスプランを考えるプログラム。茶道や染色、合気道と
いった高田馬場に根付く日本の伝統文化をバックボーンに、外国人や若
い人たちに向けて日本文化の “おもてなし”の心を体験する講座がユニー
クであり、事例研究として取り上げていただきました。
　フォーラムでは、それに基づき、学生や若手経営者が考えた高田馬場を
拠点とした観光事業プランを発表し、学生からは「卓球」をテーマにした
観光ツアー、若手経営者からは、地元大学生が企画する観光ツアーを開発
することで、地域産業の活性化を促す提案が発表されました。
「私も高田馬場を歩いていて、卓球場どこかと聞かれたことがあります。
でも、それが地域資源だと考えたことはありませんでした」と原氏。多様
な世代の意見を聞くことで、気づかないニーズやアイデアに出会うこと
を再認識するいい経験になったとのことです。

　9 月 11 日（木）、新宿区立産業会館 BIZ
新宿にて “創業” をテーマにした『平成 26
年度第２回新宿ビジネス交流会』（主催：
新宿区、東京商工会議所新宿支部）が開催
され、当センター副施設長の田中健一朗が
施設の紹介をするとともに、利用者の塚﨑
康弘氏（学習支援塾 BEANs 代表）に登壇し
ていただき、利用者から見た、当センター
入居のメリット、サポート体制について語
っていただきました。
　「私にとって高田馬場創業支援センター
なしの創業は考えられません。司法書士等
の専門家によるサポート（専門家相談会）
やセンターが培ってきた地域の大学、金融
機関とのネットワークに支えられて、事業
のスタートアップを切ることができまし
た」と塚﨑氏。「日々、センターのＩＭ（イ
ンキュベーションマネジャー）や利用者の
方々との語らいから刺激やアイデアをい
ただいています。今後も本気で事業を起こ
す起業家の方に入居していただき、その
方々と一緒に、もっとセンターを盛り上げ
ていけたらいいなと思います」とお話しい
ただきました。
　当センターでは利用者を随時募集して
います。詳しくは当センターホームページ
をご覧ください。
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■起業のきっかけを教えてください。

　学生生活が終わり、某テーマパークでガラス・クリスタル商品を販売
する製造小売の会社に入社し、店舗管理等の仕事に携わりました。販売
の現場で、商品や販売スタッフ等を管理する業務です。仕事をしている
と、本部から様々な指示を受けるわけですが、それが時として現場の実
情とマッチしないこともありました。どうして、このような指示が出る
のだろうという疑問が、経営を勉強するきっかけになりました。中小企
業診断士の資格を取得し、様々な勉強会等にも出席する中で、経営コン
サルタントの仕事に取り組みたいという意欲が高まり、総合経営コンサ
ルティング会社に転職しました。そこで業務経験を積ませていただき、
コンサルタントとして独立することが視野に入ってきました。

■現在の事業について教えてください。

　会計上の数字と事業の現場をリンクさせた業務改善策を提案する経営
コンサルティング業務を行っています。例えば製造業であれば、まず製
造ライン別の損益を算出し、それを各ラインの作業工程毎に振り分ける
ことで、どの工程をどのように改善すれば生産能力や利益率が向上する
のかが見えてきます。会計と業務の両輪で見ていくことに意味があると
考えています。また、経営計画の策定や資金調達の支援、財務分析や会
計処理等に関する講演や執筆等にも取り組んでいます。

■当センターご利用のきっかけは？

　勤めていたコンサルティング会社の社長は私の独立を応援してくれて
おり、わざわざセンターを見に行ってくれました。そして、人脈をもっ
と広げたいと思っていた私にこちらへの入居をアドバイスしていただき
ました。実際に様々な方と面識を得ることができ、メリットは大きいと
感じています。専門家相談をしていただいた細田稔先生（新宿区中小企
業診断士会・会長）の勧めで新宿区中小企業診断士会に入会させていた
だきましたし、阿部清人さん（当センター OB・グローウィン有限会社
代表取締役）と知り合い、一緒にセミナーを開催したり商品開発をした
りする等、活動の場が広がりました。

■今後の抱負についてお聞かせください。

　会計と連動させた業務改善（クリエイティブ会計）をやっていくため
には、自分にはない様々な専門性を持った方とのパートナーシップが大
切だと思っています。実際にデザイン会社と組んで、飲食店の売り上げ
アップのためのメニュー作りを提案したり、金融機関の職員向け研修で
は、財務分析と窓口対応をセットにした研修をマナー研修の専門家と一
緒に実施したりしています。これからも、様々な分野の専門家との人脈
を広げることで、お客様により質の高いサービスを提供していきたいと
思います。

新宿区立高田馬場創業支援センターのご案内

主な施設
・シェアードオフィス（10 席）
・個室オフィス（2室）
・会議室兼商談室（18 席）
・交流スペース
・相談室・資料スペース　等
※ 同建物内にございます、新宿消費生活
センター分館の会議室 (36 名 )、調理室兼
商品テスト室もご利用（有料）になれます。

創業支援メニュー
・オフィススペースの提供
・各種相談（経営・戦略・資金・販促）
・コミュニティ連携の機会提供
・ビジネスコンビニ機能
・利用者交流会の開催

利用 (入居 )のご案内
　ご利用にあたっては、必ず当センターの見学・利用相談を受けてください。
そのうえで、必要書類をご提出いただき、事業計画の具体性、実現可能性等を
審査し、承認された方に限りご利用いただけます。
■募集期間：募集は定員になり次第終了します。募集状況については当センター
　　　　　  ホームページ等でご確認ください。
■定員： 32 名
■利用期間：6カ月間  ※3 回まで更新可、最長 2年間
■開館日：年中無休　※年末年始 (12/29 ～ 1/3)を除く
■利用時間： 8:30 ～ 24:00
お問い合わせ
〒169-0075　東京都新宿区高田馬場１丁目 32 番 10 号
Tel    03-3205-3031 /  Fax 03-3205-1007
Email incu@shinjuku-center.jp  /  URL　http://incu.shinjuku-center.jp
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　これまで、施設利用者の募集について
は、3ヵ月毎に行なっていましたが、利便
性向上のため随時受け付けることになり
ました。
　また、申込みを行なう前に、当セン
ターにお越しいただき、必ず施設見学・
利用相談をしていいただくこととなりま
した。
　詳細は、当センターホームページ
(http: // incu.shinjuku-center . jp)をご覧
いただき、お気軽にご相談ください。

志を共有し、リスクを最小限に、利益を生む仕組みづくりを応援する伴走者として、起業・経営革新を全力でサポートします。

　小売サービス業に勤務し、

店舗管理、在庫管理、商品開

発に携わるかたわら、中小企

業 診 断 士 等 の 資 格 を 取 得。

2008 年に総合経営コンサル

ティング会社に転職し、企業

への経営支援やセミナー講師

として活躍する。2013 年１月

より当センターをご利用。現

在、会計をポジティブに活用

する“ クリエイティブ会計 ”

の考え方に基づいた企業支援

を展開するとともに書籍、情

報誌等での執筆活動にも取り

組む。

当センター利用者をご紹介します
　　　　　美自音素 ( びじねす ) 代表　三浦　英晶さん
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今年１月には、当センター主催の会計管理
セミナーで講師を務めた。
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