創業に必要な知識や考え方が４週間で学べる短期集中型プログラム
新宿区特定創業支援等事業 創業スクール

Practice
Fields
プラクティス ・ フィールズ

全4回

申込締切

3/4(木)

2021 3/6(sat), 3/13(sat), 3/20(sat), 3/27(sat) 15:00～17:00
■対象：新宿区内で創業を目指している方、創業を予定している方 ■定員 ： 10 名
■会場： 新宿区立高田馬場創業支援センター ■参加費 ：２.000 円 (４回分 )

【内容】
特定創業支援等事業である創業スクールは、毎週1回、計4回のセミナーに参加していただくことで、創業時に重要な「経営」
「財務」
「人材育成」
「販路開拓」
の4つのテーマについて、4週間で必要な知識を学んでいただける短期集中型プログラムです。事業計画書の作成を個別にサポートする事業計画書作成・
個別相談会と、事業立ち上げの実務経験があるゲストをお招きしてのセミナーで構成しています。
セミナーのゲストには実務経験が豊富な創業者などをお招きし、具体的な経験談、苦労したこと、失敗したことなど他所では聞けない話題を提供します。
ただの座学ではなく、より具体的なイメージを持っていただき、事業立ち上げに何が大切かを習得できる実用的な企画となっておりますので、創業を
お考えの方は是非ご参加ください。
新宿区の特定創業支援等事業である「Practice Fields（プラクティス・フィールズ）」を受講された方は、産業競争力強化法の規定により「登録免許税の軽減（※）」や「融資の保証枠の拡充」等の、
優遇措置を受けることができます。 ※新宿区内に本店登記をおこなう法人設立の場合に限ります。他の区市町村で設立する場合は、登録免許税の軽減はされません。

3/6(sat)

3/13(sat)
(sat)

ゲスト
みんなの経済新聞ネットワーク
シブヤ経済新聞 編集長

ゲスト
代表

Pestalozzi Technology 株式会社
代表取締役

西 樹氏

兵庫県尼崎市生まれ。
青山学院大学入学卒業後、大手 PR会社勤務を経て、花形商品研究所を設立。企業や新商品・
サービスのコミュニケーション領域の企画を多数手掛ける。学生時代より継続的にウオッチし
ていた広域渋谷圏のビジネス＆カルチャーニュースを配信する情報サイト
「シブヤ経済新聞」を
2000年に開設。以後、各地に広がりを見せ、
「みんなの経済新聞ネットワーク」として海外を
含む全120エリア以上に拡大。JFN「日本カワイイ計画。withみんなの経済新聞」
（全国16局ネッ
ト）コメンテーター。
2020年7月より、渋谷のラジオを運営する NPO法人 CQ理事長も務める。

3/20(sat)
ゲスト

3/27(sat)
(sat)

NPO 法人 Startup Weekend
理事長

ブランディングディレクター

グラフィックデザイナーとして勤務後、
2010年に
「美味しいは楽しい・楽しいは美味しい」をテー
マに代表・宮下正徳とともに
「亜細亜 TokyoWorld」を立ち上げる。
現在、ジビエと昆虫料理専門店
「米とサーカス」を含む6つの飲食店のブランディングを担当。
「米とサーカス」は、野生鳥獣肉
「ジビエ」とサステナブルフード
「昆虫」など先入観を捨てて多
様な食文化に触れてもらうことを目指し2011年に高田馬場に1号店 OPEN。2019年に
「米と
サーカス渋谷 PARCO店」を開店させた。
ディープでキッチュ、独特の世界観で食を中心に漫画や映画など他ジャンルとのコラボレー
ションも行う。

【コーディネーター】
有限会社そーほっと 代表取締役 森下ことみ

1986年1月生まれ。
高校時代からアメリカンフットボール (ポジション: QB)を始め、早稲田大学卒業後 NFL(ナショナル・フット
ボール・リーグ)に挑戦するため単身渡米。2009年に室内プロリーグ AFL(アリーナ・フットボー ル・リー
グ)で1シーズン過ごし、
先発4試合を含む合計7試合に出場。約5年間の NFL挑戦を終え日本に帰国。
2014年4月、株式会社 THE CAMPを創業 。2015年9月、メディカルフィットネスラ ボラトリー株式会
社に会社を売却。売却後に取締役最高執行責任者に就任。2016年1月、株式会社 Xiborgで Executive
Oﬃcerを務める。2018年7月、
株式会社Deportare PartnersでExecutive Directorを務める。2019年3月、
株式会社Xiborgならびに株式会社Deportare Partnersを退職。
2019年7月、Pestalozzi Technology株式会社を創業。

ゲスト

株式会社奇奇企画 代表
亜細亜 TokyoWorld 株式会社

宮下 慧 氏

井上 友綱氏

李 東烈氏

1973 年生まれ。ソウル出身。
世界800都市以上にて20万人以上が経験した起業家体験イベントである Startup Weekend
の日本国内の活動を担当している NPO法人 Startup Weekend の理事長でありファシリ
テーター。
2009年から2020年までの11年間、北海道から沖縄まで全国35都市、330回以上の開催
を通し１万7千人弱の起業家のビギナーたちを生み出し、日本での起業家育成に注力し
ている。

お申込み・お問合せの詳細は裏面をご覧ください

主催：新宿区立高田馬場創業支援センター 後援：日本政策金融公庫 新宿支店
【お問合せ】高田馬場創業支援センター TEL：03-3205-3031 FAX：03-3205-1007 E-mail：incu@Shinjuku-center.jp

Practice Fields
概

新宿区特定創業支援等事業 創業スクール

プラクティス ・ フィールズ

要

内

・創業に必要な知識・考え方のレクチャー

日 時 ： 202１年３月６日 ( 土 )・３月１３日 ( 土 )
３月２０日 ( 土 )・３月２７日 ( 土 )
各日 15:00 〜 17:00※

・実務経験者に聞く創業と事業継続の取り組み
・失敗するパターンと思考、思い込みについて 他

※３月６日(土) のみオリエンテーションのため14:30開始

対 象 ： 新宿区内で創業を目指している方、創業を予定している方
定 員 ： 10 名
会 場 ： 新宿区立高田馬場創業支援センター
参加費 ：２,000 円 (資料代等 )※初回に全額お支払いください

ご注意事項

容

申込締切
202１年３月４日(木)必着

参加時のお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご参加時には以
下のことをお願いします。

・全４回のカリキュラムとなります。特定の回だけの参加はお断
りしておりますので、予めご了承ください。
（万が一ご参加いただけない日が発生した場合も返金は出来かねますのでご了承ください）

・ご自宅で必ず各自検温を行い、発熱など体調不良の疑いがある方は
参加を自粛してください。
・エントランス、会場入口付近にある手指消毒液をご利用ください。こ
まめな手洗いもお願いします。
・館内ではマスクの常時着用をお願いします。
・参加者の情報は新型コロナウィルス感染者が発生した場合に、保健
所等の公的機関へ提供され得る可能性があります。予めご了承くださ
い。

・お申込み後、事業構想シートをお送りしますので期日までにご
提出をお願いします。
（Webからお申込みいただくと、事業構想シートも一緒にお送りいただけます。）

・応募者多数の場合は、お申し込み後にご提出いただく事業構
想シートの内容で選考する場合がございますので予めご了承く
ださい。（その場合は3月5日 (金)中に参加の可否をお知らせいたします）
・初回３月６日( 土 )14:30よりオリエンテーションを行います。
参加費についてはその際にお支払いいただきますよう、よろし
くお願いいたします。

その他、感染症拡大防止のため、当センター職員がご協力をお願い
する場合がございますので、予めご了承ください。

お申込み・お問合せ

新宿区立高田馬場創業支援センター
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場 1-32-10
TEL
03-3205-3031
FAX
03-3205-1007
E-mail incu@shinjuku-center.jp
URL
http://incu.shinjuku-center.jp

お申込みと事業構想シートが
一括で送信できます。
Webからのお申込みが便利です！
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創業スクールへの参加をご希望の方は、メール・FAX・Webいずれかの方法にて
お申込みいただけます。
FAX・メールでのお申込みの場合は、参加申込書内の必要事項をご記載のうえ
送信してください。（後程、受付確認のご連絡をさせていただきます）

Webからのお申し込み
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FAXからのお申込みは下記申込書にご記入ください。

新宿区立高田馬場創業支援センター

FAX

03-3205-1007

宛

【創業スクール】プラクティス・フィールズ 参加申込書

お名前
ご連絡先
※当日までにご案内をさせていただく
場合がございますので、連絡がとれる
ご連絡先をお願いいたします。

現在の就業状況

※いずれかに丸をつけてください。

TEL
FAX
E-mail
①創業済み（既に事業を開始している）
②創業準備中A（既に勤務先を退職している）
③創業準備中B（まだ勤務先に所属されている） ④創業構想段階

現在の所属先名

※ない場合は｢なし｣とご記入ください。

現在のお仕事内容
ご記入いただいた個人情報は、厳正な管理を行い、当該事業の業務連絡や運営管理・統計分析のために使用させていただきます。
また各種事業案内等を行う場合がございますので、予めご了承ください。

