夢を叶える
「プラン」
を作ります

起業準備コースの学び方
講 座 受 講

起業準備コース
課 題 の 実 施

第4回講座まではオンラインにて実施
をいたします。講座のテーマごとに、
起業に必要な考え方をお伝えしていき
ます。また、適宜ワークを実施して、
学びを深めていきます。

企 画をブラッシュアップ

各 講 座 終了後にビジネスプランを
立てるために必要な課題を出します。
課題を行うことで、理解度を深め、
実 現 可 能なプランをカタチにして
いきます。

必 要に応じた個 別サポート
起業するにあたり、
ビジネスに関する
問題だけではなく、不安な気持ちに
なることもあります。本コースの受講
期間中は、必要に応じてメンターとの
メールサポートや、Zoomを活用した
面談等も行います。

受講生のみが入れる、
秘密のFacebook
グループページを本コースでは用意を
しております。
このグループページ上で
課題等をはじめ、
起業に関する疑問に
答えられる形式をとります。

第5回講座では、
ビジネスプランのプレゼンテーションを行っていただきます。

対象者

未来に1歩踏み出す
きっかけになります。
私自身、受講前はプランを進めていいのか

自分の夢を語ることで、
自分のやるべきことが
わかりました。

どうか、自信を持つことができず、すごく

受講前は、起業したい気持ちはあるけど、

悩んでいました。
ただ、
企画案を経験豊富な

どうやったら実現できるかいまいち、
ピンと

講師の方々や仲間たちに相談していくと、

きていない状況でした。そこで未来塾の

自分が想像した以上にアイディアを出すことが

受講を決意しました。
自分の夢を人前で語る

できました。
実際にプランを磨き続けたことで、

参加
条件

参加条件を全て満たしていること

・中山間地域で起業又は事業拡大を考えていること
・
「ひろしま里山・チーム500」
に登録する意志があること

第1 回

Zoom活用

8/26（水）

講師

13：30〜15：00

入塾式
第2 回

内容

第3 回

ミッション・目標の設定

川本

ワーク

自分が事業を行う目的を考える

真督

事業を実施する目的を明確にするために、
ワークを行います。
ワークを通じて、
出た
意見を周囲の方々とシェアすることで、起業するイメージを明確にしていきます。

講師

ブランドプロデュースラボ代表

講座

ビジネスモデルについて

川本

ワーク

自分の商品を考える

真督

することができました。
これからは、作った

出逢えたことも大きかったです。今 後は

商品を通じて、
「とびしま海道」
を全国区に

アロマケアサロン
『ほほ咲みの種』

住 友 正 伯 さん

することを目指して活動を進めていきます。

山 根 靖 子 さん

私の目指す未来像を
確立することができました！

安 芸 高田市でサロンをつくり、高 齢 者・
障害者の方が利用できるサロンを作って
いきたいと思っています。

同じ熱量の人たちと、
相談したりして、
ぐんぐん前に進めました。

講師

ブランドプロデュースラボ代表

講座

マーケティングについて

川本

ワーク

集客方法を考える

真督

求める事に対する効 果 的な情 報 提 供と
寄り添ってくれる講師陣・塾生の雰囲気・

はじめは、
事業展開の漠然としたビジョンは

学びの環境作り、学びを実際に活かす事が

ありましたが、
今思うと全然掘り下げられて

出来る実用性があることがよかったです。

いませんでした。
ただ、受講により、
「自分と

受講をキッカケに作成した計画を、1つずつ

自分の事業と向き合うこと」
を、
しっかりと

実行したことで、おかげさまで民泊開業が

できたと思います。
中山間地域では活動を

できました。
これからは未来塾で生まれた

起こしたい人たちが、
情報発信やデザインを

企画を、実現すべく進化しています。
また、

欲してるのになかなか形にできない状況が

談話室 村上

私の活動拠点である生口島のリーダーと

Nico connect

あります。
今後は未来塾で得た学びと繋がりを

村 上 眞 奈 美 さん

なれるような活動をしていこうと思っています。

遠 藤 良 子 さん

なるお手伝いをしていきたいと思っています。

活かし、デザインを通じて、地域のために

Zoom活用

講師

13：30〜15：00

一般社団法人C4

講座

中山間地域とSDGsの関係性

伏見

ワーク

事業の社会性を考える

崇宏

メンター

岡谷 直樹氏
コワーキングスペースの運営、入居者の
サポートを行う。
人をつなぎ、
コトをつなぐ
ことを得意としており、
寄り添い系の指導
スタイルで、
夢をカタチにするサポート力
に定評あり。未来塾１期卒塾生。

持続可能な事業を作るために必要なSDGsの考え方を学んでいただきます。
これにより、
中山間地域で
活動をすることで、得られる社会的なインパクトを考えていただきます。

講

第5 回

12/19（土）
13：30〜17：00
内容

2012年に広告業として、東京で起業。
その後、
ふるさとの役に立ちたいという
想いから、2016年にUターンを決意。
これまでに、
地元の企業と一緒に、
多様な
広告企画やブランディング支援に従事。
昨 年 は、コンサルタントとして年 間
サポート件数が100件を超えている。
これまでの経験を活かし、
「自分らしい
働き方の実現」
をテーマにした創業塾を
立ち上げ、運営している。

ブランドプロデュースラボ 副代表

商品が決定したら、
売り方を考えていきます。
顧客のことをイメージしながら、
購買意欲を掻き立てるために、
必要なことをお伝えしていきます。

11/18（水）
内容

川本 真 督 氏

Zoom活用

13：30〜15：00

第4 回

メイン講師
ブランドプロデュースラボ代表

やりたいこと、強みを活かした商品を考えていきます。
その商品の価格設定などを考えていくワークを
行います。
これにより、
ビジネスモデルを明確にしていきます。

10/21（水）
内容

講座

Zoom活用

9/23（水）
内容

ブランドプロデュースラボ代表

くことができました。
また、
同じ境遇の仲間と

とび しまビ ー ル L A B

15名

全５回の講 座 参 加が原 則です。
講 座・サポートはZoomを活用したオンライン環 境で行います。

ことで、
自分のやるべきことを明確にしてい

受講前に考えていたアイディアをカタチに

定員

夢を実現するために伴走するプログラムです。

県内に在住している、原則20 代〜40 代の方で、

13：30〜15：00

未来塾 起業準備コース 卒塾生の声

持続可能なビジネスプランを作成し、

師

一般社団法人C4

場所
プラン

イノベーション・ハブ・ひろしまCamps

広島市中区紙屋町1-4-3

プラン発表 / プラン審査

受講を通じて、事業プランをブラッシュアップしていただき、
その内容を発表してい
ただきます。
プレゼンテーションは受講生全員、
行います。

卒塾式

※コースのスケジュール、
内容は都合により変更となる場合がございます。

伏見 崇宏氏
Innovative Finance
（革新的な金融）
構造
や社 会 的インパクト投 資についての
講義、
フォーラム企画、
啓発活動を行う。
また、自治体・インキュベーションセン
ター・地域企業等の幅広いパートナー
と社会的インパクト投資のエコシステム
構築に向けて協働している。

