ＴＣＩ創 業 ス ク ー ル
inつくば
つくば発ベンチャーから体験談や戦略がきける！
つくば発ベンチャーとのネットワークができる！
より幅広い力が身につく特別講座を開催
～事業構想・知財・海外展開など～
スクール終了後も、ＩＭや専門家による
伴走支援を継続！

【会 場】つくば研究支援センター研修室（つくば市千現 2-1-6）
【受講料】全５日で１万円（消費税込）学生５千円
ネットワーキング・ランチ（１日目･３日目･５日目の昼食会）の参加費を含みます

募集人数

２ ０

名

カリキュラム概要（詳細は裏面）
経営者の心構え
ビジネスプランの作成
先輩経営者の創業・経営経験について

4 日目午前

マーケティング戦略
商品力のつけ方、効果的なプロモーション
知的財産権に関する知識

5 日目午前

10/13(土)
3 日目午前

資本政策及び資金・収支計画の作り方

＜本講座受講のメリット＞

事業の始め方・育て方
資金調達 公的支援制度の活用

講座を受講した方は、市から証明を受けることで登録
免許税の軽減措置等を受けることが出来ます。

1 日目午前

9/29(土)
2 日目午前

10/20(土)
午後

★より幅広い力が身につく特別講座

11/3(土)

11/10(土)

経営に必要な法務・財務・税務知識
法律の基礎知識・会社の設立と手続き
会計の基礎知識・中小企業向け税制
資金調達 融資制度の活用
人材確保と育成、労務の知識
労務管理の基礎知識
よい人材の確保と人材育成

◆受講生用コワーキングスペースを設置◆
スクール開催日の 10:00～17:00 に開設します。

９月から開講予定の夜間講座
・新事業を構想する力を磨く２日間
・テック系ベンチャー向け知財講座、標準化講座
・経営者のための財務会計講座、海外展開講座

◆ビジネスプランのブラッシュアップを支援◆
希望者には個別にブラッシュアップ支援を行います。
全国規模のビジネスプランコンテストへの出場のチャンスあり。

≪申込先≫ つくば研究支援センター
FAX:029-858-6014

mail: startup-school@tsukuba-tci.co.jp

※別紙申込書に下記内容をお書き頂き、お申込みください。
①氏名（起業済みの方は社名・役職） ②住所 ③電話 ④Ｅ-mail ⑤起業の予定（既に起業・起業を予定・未定）

ＴＣＩ創業スクール カリキュラム
日 時

■１日目
（第 1 回）
9:15～
11:45
11.45～
12:45
12:45～
14:00

■２日目
（第 2 回）
9:00～
11:00
11:00～
12:30

■３日目
（第 3 回）
9:00～
12:00
12:00～
13:00
（第 4 回）
13:00～
15:00
15:00～
16:00

■４日目
（第 5 回）
9:00～
10:30
10:30～
12:30
12:30～
13:00

■５日目

内

容

講

師

９／２９（土）
開校式
経営者の心構え ＜経営＞
◆想いの確認とビジネスプランの描き方

◆茨城県よろず支援拠点
中小企業診断士 宮田 貞夫 氏
◆(株)ノエックス 山田 祐輝 氏
(株)ｱﾌﾟﾗｲﾄﾞ・ﾋﾞｼﾞｮﾝ・ｼｽﾃﾑｽﾞ
高橋 裕信 氏

◆先輩経営者の創業体験・企業経営について聞く

ネットワーキング ※軽食とお茶で簡単な交流会

講師・スクール受講生・卒業生

１０／１３（土）
マーケティング戦略 ＜販路開拓＞
◆商品力のつけ方、マーケティングリサーチ、販路開拓の
ノウハウ、効果的なプロモーション

◆茨城県よろず支援拠点
中小企業診断士 山内 昭廣 氏

知的財産権に関する知識
◆知的財産権制度の基礎・知的財産権の上手な活用

◆茨城県中小企業振興公社
知財総合支援窓口

１０／２０（土）
資金政策及び資金計画・収支計画の作り方 ＜財務＞
◆会社スタート時に知っておきたい資本政策の基礎
資金計画・収支計画の作成

◆公認会計士 稲葉 智和 氏

ネットワーキング ※軽食とお茶で簡単な交流会

講師・スクール受講生

技術シーズを元にした事業の始め方・育て方
＜経営＞＜販路開拓＞

◆つくば研究支援センター ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援部

公的支援制度の活用
◆研究開発資金等、助成金・補助金の種類と特徴
資金獲得のノウハウ（申請書作成のツボ）

◆つくば研究支援センター ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援部

１１／３（土）
経営に必要な法務・財務・税務知識 ＜経営＞
◆商取引の基本となる法律の基礎、会社の設立と手続き
経営に必要な法務・財務・税務知識 ＜財務＞
◆経営者が知っておくべき税務・会計の基礎知識
知って得する中小企業向け税制
公庫の融資制度、融資を受ける際の注意事項

◆司法書士 野中 英樹 氏

◆税理士 田口 哲也 氏
◆日本政策金融公庫 土浦支店

１１／１０（土）

（第 6 回）
9:00～
11:00
11:00～
12:00

人材確保と育成、労務の知識 ＜経営＞＜人材育成＞
◆経営者が知っておくべき労務管理の基礎知識
労務関連の支援制度の紹介
人材確保と育成、労務の知識 ＜経営＞＜人材育成＞
◆よい人材の確保と人材育成

12:00～
13:30

ネットワーキング ※軽食とお茶で簡単な交流会

こちらもぜひご利用ください

◆社会保険労務士 古谷野 早保 氏

◆つくば研究支援センター ﾍﾞﾝﾁｬｰ支援部
講師・スクール受講生

◆コワーキングスペース◆

◆ワンストップ相談窓口◆

スクール開講日 10:00～17:00

平日 9:00～17:00
つくば研究支援センターのインキュベーションマネージャーが
詳しくお話をお聞きして個別支援を実施するほか、
課題解決のため必要に応じて専門家等をご紹介します。

無線 LAN 設置
ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸｻｰﾋﾞｽ

≪お問合せ≫
株式会社つくば研究支援センター

石塚・早瀬・後藤

ＴＥＬ：029-858-6000

ＴＣＩ創業スクール申込書
MAIL ： startup-school@tsukuba-tci.co.jp
FAX ： 029-858-6014

申込先

受付のあと請求書を送らせて頂きますので、下記内容全ての記入をお願いします。
(ふりがな)

※既に起業済みの方は下記もお書きください

氏

会社名：

名

役 職：
設 立：
□起業予定
起業予定

年

月

日

※起業を予定する事業（起業済み・検討中を含む）をお書きください

□起業するかは未定
□既に起業済み

住

所

〒

電話番号
E-mail
●申込方法

申込書の所定事項を記入の上、FAX またはメールにてお申込みください。
(平成 30 年 9 月 14 日締切)

●お問合せ

TEL：029-858-6000

株式会社つくば研究支援センター

石塚・早瀬・後藤

会場アクセス
●会場／つくば研究支援センター （〒305-0047 つくば市千現 2-1-6）
※会場へのアクセス詳細は、つくば研究支援センター ホームページの交通案内をご覧ください。
https://www.tsukuba-tci.co.jp/company/traffic
●駐車場のご案内
スクール受講者用駐車場のご案内

