
経営力向上ミニセミナー
知識･ノウハウを高め、利益を増やす！

埼玉県よろず支援拠点〈埼玉県産業振興公社〉では、昨年 8,000件を超える

経営者･事業者の相談から、実際に成果につながった知識・経験・ノウハウ

をセミナーで解説できるようにまとめました。

前年度に引き続き、ウェスタ川越創業支援ルームとコラボして、創業者

にもわかりすい内容で、必要な知識・ノウハウを提供します。

全講座無料！受講したいテーマを選んでお気軽にお申し込みください。

申込方法

会場アクセス

鉄道 (駅から徒歩 )
■JR 川越線、東武東上線「川越駅」西口より徒歩 5分
■西武新宿線「本川越駅」より徒歩 15 分

バスをご利用の場合
■「本川越駅」西武バス乗り場①番 　
　＊新所 02、本 55 系統「川越駅西口」下車徒歩 5分 　
　＊本 53、本 54 系統「ウェスタ川越前」下車すぐ
■「本川越駅」西武バス乗り場②番 　
　＊川越 35、川越 35-1 系統「ウェスタ川越前」下車すぐ

【個人情報の利用目的のご案内】 
埼玉県産業振興公社は、以下の目的で利用させていただきます。また、募集活動で入手した情報は、当公社の事業で使用し管理します。差し支えがある場合、事前にお申し出ください。
 ・研修やイベントなどに関する情報のご案内（送付も含みます）　・各種相談やお問い合わせに関する対応　・公社が実施する各種調査の公表　 ・相談会の運営上必要となる相談者名簿、受付
簿の作成など　また、今回は共催者の埼玉県西部地域振興ふれあい拠点指定管理者NeCST 創業支援ルームに、セミナー運営に資するため、取得した個人情報を提供いたします。その場合、
公社に準じた取扱いをいたします。　※公表する際は特定の個人を識別できないよう配慮します。

…………………………………………

埼玉県よろず支援拠点 × ウェスタ川越創業支援ルームのコラボ企画
平成　　     　年度
ミニセミナー
前期

３０

経営力向上ミニセミナー (ウェスタ川越 )   ＦＡＸ申込用紙
□ H30/ 9/ 5   デザイン
□ H30/ 9/12  ＩＴ
□ H30/ 9/19   事業承継
□ H30/ 9/26  販売促進
□ H30/10/3  法律

□ H30/10/10   商品開発
□ H30/10/17　ＩＴ
□ H30/10/24    人材
□ H30/11/ 7     事業計画
□ H30/11/14    財務会計

氏　名（ふりがな）

住　所

事業所名

Ｅメールアドレス または FAX 日中ご連絡先
（携帯電話など）

このセミナーを
知ったきっかけは
どちらですか？
※    をつけてください

⃞ 埼玉県産業振興公社     ホームページ　        ⃞   ウェスタ川越 ホームページ
⃞ 埼玉県よろず支援拠点 ホームページ            ⃞ 商工会議所などの商工団体   
⃞ 埼玉県よろず支援拠点  Facebook ページ      ⃞ 知人　　　   
⃞ セミナーチラシ　     ⃞ その他（　　　　　　　　　　　　                  ）

〒

【お申し込み講座】
  参加希望日程 □に
       をつけてください

※複数選択可

※お申し込みが定員を超え、受講をお断りさせていただく場合のみ主催者からご連絡いたします。

お申し込みは、(公財) 埼玉県産業振興公社 埼玉県よろず支援拠点まで
以下の方法でお願いいたします。

埼玉県よろず支援拠点ホームページ のセミナー申込専用フォーム
 FAX  048-645-3286

埼玉県よろず支援拠点
〒330-8669  さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル10F   (公財)埼玉県産業振興公社内
TEL/  0120-973-248　 受付時間 /  平日（年末年始を除く）　9:00～12:00、13:00～17:00

（ https://saitama-yorozu.jp/）

【申込〆切】  各回開催日３営業日前　

【問合せ先】

ウェスタ川越  5F 創業支援ルーム内
18：00 ~ 20：00 (受付開始 17：45)
10名 (申込先着順 )
無料

………………………………………

デザイン

ＩＴ

事業承継

販売促進

法律

商品開発

ＩＴ

人材

事業計画

財務会計

よろず支援拠点  田端

よろず支援拠点  髙橋

よろず支援拠点  越智

創業支援ルーム  北川

よろず支援拠点  今泉

よろず支援拠点  近藤

中小企業診断士  末廣

埼玉働き方改革推進
支援センター アドバイザー

よろず支援拠点  青木

関東信越税理士会
横山税理士

H30/  9 / 5 水

H30/  9/12 水

H30/  9/19  水

H30/  9/26  水

H30/10/ 3 水

H30/10/10  水

H30/10/17  水

H30/10/24  水

H30/11/ 7 水

H30/11/14  水

パッケージは顔、パンフレットは心

クラウドを効果的に活用して生産性向上！

失敗例に学ぶ事業承継の進め方

商談成功の鍵となる営業の基本

創業者必見！「法律」と「契約」まるわかりセミナー

もう一歩踏み込む！プラスアルファの商品開発セミナー

アイデア×電子工作 (数千円)で実現！中小企業の IoT

労働基準監督官が見る  ポイント「１３」

補助金活用で利益UP！未来を創る事業計画

消費税申告入門

　　  日　程                 ジャンル　                                     テーマ　　　　　　　　             講　師

会　場
時　間
定　員
受講料

ウェスタ川越　  〒350-1124 川越市新宿町 1-17-17

申込フォーム
QRコード



１２水９/１２水
よろず支援拠点  髙橋　信

クラウドサービスが普及し、以前より安価に
ＩＴの活用ができるようになっています。
業務を効率化するグループウェア・ＣＲＭなど、
クラウドサービスの選定から導入時の
注意点まで、効果的に活用するための
ポイントをご紹介します。

クラウドを効果的に活用して
生産性向上！

ＩＴ

デザ
イン

事業
承継

販売
促進

商品
開発

ＩＴ

人材

財務
会計３  水１０/ ３  水

よろず支援拠点  今泉 真昭

ビジネスは様々なルールや約束で成り立って
います。商品を売るにも従業員に働いてもらうにも
ルール(=法律)があり、約束(=契約)が必要です。
本セミナーでは、これら経営初期に注意したい
「法律」や「契約」についてご理解いただき、
安心して起業できることを目指します。

法律

創業者必見！
「法律」と「契約」まるわかりセミナー

７水１１/７水
よろず支援拠点  青木 一生

事業を成功に導くためには、事業計画の
策定が重要です。さらに補助金をうまく活用
すれば、事業のスピードが格段に高まります。
あなたの「想い」を計画に落とし込み
事業実施に向け方法・手段・手順を明確化
しましょう。

    補助金活用で利益ＵＰ！
未来を創る事業計画

事業
計画

平成３０年度 前期 経営力向上ミニセミナー 　すべてのセミナーが無料！お申込みをお待ちしています ￥０
全講座

セミナー会場

受講料 定員 (申込先着順 )

時間 各回18：00～20：00 (受付開始17：45)

５水９/５水
よろず支援拠点  田端 克雄

商品をより魅力的に伝えるためには、
商品のコンセプトやターゲットを考えて、
ビジュアルに落とし込むことが大切。
パッケージデザインとパンフレットデザイン
をテーマに、商品を「見せて魅せる」
ポイントを伝授します。

パッケージは顔、
パンフレットは心
パッケージは顔、
パンフレットは心

２６水９/２６水
ウェスタ川越創業支援ルーム  北川 雅人

商談成功に近道はありません。自分を深く
理解し、伝える力を養うといった、事前準備
が大切です。相手を尊重し、顧客に価値と
利益を提供するための営業の基礎と実践
について成功・失敗の実例を交えてご案内
します。

商談成功の鍵となる
営業の基本

１９水９/１９水
よろず支援拠点  越智 隆史

講師が直接見てきた事業承継の失敗例、
そのままお伝えします。その失敗例から
学ぶことは何か？そして何をすれば円滑に
事業承継を進めやすいのか？公的機関
監修のテキストも使い、事業承継の
進め方をわかりやすくお話します。

失敗例に学ぶ
事業承継の進め方

１０水１０/１０水
よろず支援拠点  近藤 美恵子

「オリジナル商品・サービスを作りたい！」
「今ある商品を見直したい」とお悩みの
みなさまに、商品開発の基本知識、
考え方を踏まえた、新しい商品・サービス
開発や改良方法、販売方法のヒントを
お伝えします。

もう一歩踏み込む！
プラスアルファの商品開発セミナー

１７水１０/１７水
中小企業診断士  末廣 秀樹

IoTという言葉をよく聞くようになりました。
組み立てキットと無料のフリーソフトを
使えば、「アイデア×電子工作(数千円)」
でIoTを実現することができます。
ワークショップでは、自社に活かせるIoT
機器の作り方をご紹介します。

アイデア×電子工作(数千円)
で実現！中小企業のIoT

２４水１０/２４水
埼玉働き方改革推進支援センター  アドバイザー

１４水１１/１４水
関東信越税理士会 税理士  横山 昌宏

消費税申告の基礎知識について、初めて
方でもわかりやすく解説します。
また、「税抜・税込」「申告開始年度」等、
個人・法人別に申告の必要有無について
説明します。計算方法の「原則」「簡易」の
選択ポイントを知り、節税につなげましょう。

消費税申告
入門

10名

労働に関する基本的で重要なキーワード、
「採用」「労働時間」「休日」「休暇」「休業」
「離職防止」「解雇」。それらの意味、考え方、
関係する支援制度について解説するとともに、
働き方改革への対応を含め今後の労働条件
の一層適切な管理にも立つセミナーです。

労働基準監督官が見る
ポイント「１３」


