
和歌山市生まれ。2016 年、CUPS coff ee&cupcakes 
を和歌山城近くにオープン。美味しくアレンジされた
アメリカンスタイルのカップケーキとコーヒーが評判
で、和歌山を代表するカフェのひとつ。西海岸のカフェ
カルチャーから影響を受け、今も毎年ポートランドやサ
ンフランシスコなどを訪れ、現地のカフェオーナーとの
交流を続けている。自分のカフェを持つことは、ダンサ
ーとしてまたダンスインストラクターとして活動してい
た時からの継続した目標だった。開業後も「FOR THE 
COMMUNITY」を合言葉に、ご近所からも「あって良
かった」と言ってもらえるカフェを目指している。

地元紀陽銀行に 32年勤務した経験・ネットワーク
を活かし、2014 年 6 月より和歌山県よろず支援
拠点コーディネーターとして中小企業・小規模事業
者支援業務に携わる。
特に、資金繰り、販路開拓相談、経営改善、創業相
談等に応対し、創業を希望される皆様方には「寄り
添った支援」をモットーに、時には厳しく、普段は
優しく、夢を叶えるお手伝いをさせていただいてい
ます。

早稲田大学政治経済学部卒業後、大学院を経て、和
歌山市内の税理士事務所に約１２年間勤務。平成
２７年９月海南市下津町に税理士事務所を開設。医
療法人を含め法人の税務会計を中心に、個人事業者
の税務会計はもとより、相続税申告も行っている。
また、ファイナンシャルプランナー（CFP®認定者）
として経営者に限らず、広く一般にお金に関する悩
み相談も承っている。
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やりたいこと。できること。
そしてお客様のニーズを叶える夢の創業を目指そう。

大学卒業後、大手流通、地元の製造業を経て、平成 14年に経
営コンサルタントとして地元和歌山で独立。語り口の楽しさ
とコンテンツの多彩さから、セミナー講師としても年間 70回
以上の講演を行っている。特に、創業セミナーには定評があり、
様々な団体・企業からの要請を受けている。和歌山県下商工
会議所・商工会のエキスパートバンク登録専門家、日本報連
相センター和歌山支部長など役職も多数。

令和元年

10月 5日土・17日木・26日土
11月16日土・30日土

日　程

令和元年度予算「創業支援等事業者補助金」事業　海南市特定創業支援事業

主催・お申込み・お問い合わせ　（WEBサイトからもお申込みできます。 http://www.kainan-cci.or.jp/sougyou2019/）

海南市まちづくり部 産業振興課 商工観光係
和歌山県海南市赤坂 11番地　電話 :073-483-8460（8:30 ～ 17:15）
URL:http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/shokokankogakari/index.html

和歌山県海南市日方 1294-18　電話：073-482-4363（9:00 ～ 17:30）
URL：http://www.kainan-cci.or.jp/海南商工会議所

下津町商工会 和歌山県海南市下津町丸田 105番地　電話：073-492-4300（8:45 ～ 17:30）
URL：http://www.shimotsu-shokokai.com/

海南市創業セミナーフェイスブック開設中 https://www.facebook.com/startkainan/

海南市創業支援セミナー

受講生募集
サラリーマン・学生・主婦・シニア世代の方他、起業に興味のある方・創業・第二創業を目指す方、
副業で起業をお考えの方、創業されて間もない方お気軽に参加ください
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無料参加費

40名（先着順）定　員

会　場 海南商工会議所
海南市日方 1294-18

㈱紀の州コンサルティング
中小企業診断士・社会保険労務士
生産性賃金管理士
代表取締役　濱田 智司｠氏

メイン講師5日間 講師10月5日土

日本政策金融公庫
和歌山支店
国民生活事業 融資第二課
佐野　崇 氏

日本政策金融公庫
和歌山支店
国民生活事業 融資第二課
課長　魚住 隆雄 氏

全５回
参加費
無料

（裏面もご覧ください）
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山本 雅也 氏
代 表

海南市創業セミナー スケジュール
開催日 時間 項目 テーマ 講師等
10月5日（土）

13時～14時50分 「経営」
開会・オリエンテーション
創業（第二創業）に必要な事前
準備とポイント

（株）紀の州コンサルティング
代表取締役
中小企業診断士・社会保険労務士・
生産性賃金管理士　濱田 智司 氏

15時～15時50分 「経営」 創業計画書の作り方と創業融
資制度　

日本政策金融公庫
和歌山支店　国民生活事業
融資第二課　佐野 崇 氏

16時～16時50分 「経営」 パネルディスカッション 
　～先輩経営者から学ぶ～

パネリスト:3名　
コーディネーター:濱田 智司 氏　
進行:
日本政策金融公庫　和歌山支店　
国民生活事業　 融資第二課　課長
魚住 隆雄 氏

17時10分～18時40分 個別相談会（希望者・予約制） 濱田智司氏・海南商工会議所経営指
導員・下津町商工会経営指導員

17時10分～18時 交流会（※参加費1000円）

10月17日（木）19時～21時
★ナイトセミナー 「人材育成」

「働き方改革と人材育成」
新たに雇った社員・パート・バイ
トの生産性を高めるには!?

（株）紀の州コンサルティング
代表取締役
中小企業診断士・社会保険労務士・
生産性賃金管理士　濱田 智司 氏

10月26日（土）13時～14時30分 「財務」 起業時に必要な税務・経理知識 
会計の役割と損益の仕組み 

近畿税理士会　海南支部
川端良幸税理士事務所　所長
税理士　 川端 良幸 氏

14時50分～16時20分「財務」
開業資金について考える
最低限ここは押さえておく!
～計数管理と資金繰り～

（株）紀の州コンサルティング
代表取締役
中小企業診断士・社会保険労務士・
生産性賃金管理士　濱田 智司 氏

11月16日（土）

13時～14時30分 「販路開拓 」

創業に必須!
“超”基本から学ぶマーケティン
グ!顧客ニーズの把握と具体的
なマーケティングのやり方と計
画の策定 1

（株）紀の州コンサルティング
代表取締役
中小企業診断士・社会保険労務士・
生産性賃金管理士　濱田 智司 氏

14時50分～16時20分「経営」
計画書を作ってみよう!
経営 創業計画書・資金繰り計
画書作成
ワークショップ

11月30日（土）

13時～14時 「人材育成」

知っておくべき労働保険・社会
保険の基礎知識 ～人を雇用し
たときの賃金の決め方・管理の
仕方・人を雇用する時のルール
～

（株）紀の州コンサルティング
代表取締役
中小企業診断士・社会保険労務士・
生産性賃金管理士　濱田 智司 氏

14時～15時30分 「販路開拓 」
創業に必須!“超”基本から学ぶ
マーケティング!顧客ニーズの
把握と具体的なマーケティング
のやり方と計画の策定 2

15時40分～15時55分

「経営」

夢を叶える創業　～本気の心
構えとは～

和歌山県よろず支援拠点
チーフコーディネーター
井上 禎 氏

16時～17時
基調講演　
「カフェの起業から見えたこと 
～コミュニティに愛される店づ
くりとは』

CUPS
ーcoff ee&cupcakesー　
店主　西山 麻紀　氏

17時～17時10分 総括・終了式・今後の事業等
ご案内

17時10分～18時40分 個別相談会（希望者・予約制） 濱田 智司 氏・海南商工会議所経営
指導員・下津町商工会経営指導員

17時10分～18時 交流会（※参加費1000円）

参加申し込み書
下記申込書に必要事項を記載の上、送信（FAX:073-482-7370）ください
※海南市産業振興課・海南商工会議所・下津町商工会にご持参くださいましてもOK
です

ふりがな

氏 　名：

□女性　／ □男性　　年齢：　　　　　才　

ＴＥＬ：　　　　　　　　　

携帯：　　　　　　　　　　　　　

（〒　　　　－　　　　　）

住所：

E-mail:
※当日は名刺をご持参ください（ある方のみ）

◆参加日時（必須）
第１回　　令和元年１０月　５日（土）
□ 13時～14時50分　「経営」
□ 15時～15時50分　「経営」
□ 16時～16時50分　「経営」
□ 17時10分～18時40分　個別相談会　
□ 17時10分～18時　交流会（※当日参加費１０００円を頂戴いたします）

第２回　　令和元年１０月１７日（木）　 
□ 19時～21時　「人材育成」

第３回　　令和元年１０月２６日（土）
□ 13時～14時30分　「財務」
□ 14時50分～16時20分「財務」

第４回　　令和元年１１月１６日（土） 
□ 13時～14時30分「販路開拓 」
□ 14時50分～16時20分「経営」

第５回　　令和元年１１月３０日（土）　 
□ 13時～14時「人材育成」
□ 14時～15時30分「販路開拓 」
□ 15時40分～17時「経営」
□ 17時10分～18時40分　個別相談会　
□ 17時10分～18時　交流会（※当日参加費１０００円を頂戴いたします）

■創業についてどのようにお考えですか（必須）
□すでに起業　□半年以内に創業予定　□１年以内に創業予定　□創業予定
□創業を検討中　□創業に興味がある　□その他

■開業予定の業種｠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業

セミナーご応募の際にお伺いする個人情報は、海南商工会議所・下津町商工会・海南市・
創業支援等事業者補助金事務局と共有し、今後主催団体の開催するセミナーに関する
連絡・記録のために使用するほか、本事業の円滑な遂行及び改善のための分析やお問
い合わせへの回答・施策情報など情報提供等の連絡と講演会の内容に応じた関連する
情報提供に利用します。ご提供いただいた情報については、法令に基づく開示請求が
あった場合、本人の同意があった場合、その他特別な理由のある場合を除き、第三者
には提供いたしません。ご提供いただいた個人情報を正確に取り扱うよう努めます。

海南市生まれ。実家の農業「青木農園」を継ぐととも
に、ドライフルーツ等の食品加工業を平成 29年 11 月開
業。海南市創業セミナーを受講後「第 4回全国創業スク
ール選手権」セミファイナリスト 20名に選出される。平
成 29年度創業補助金（国）採択（和歌山県内で唯一の採
択）。平成29年度補正予算小規模事業者持続化補助金採択。
2019年度わかやま中小企業元気ファンド採択。

紀美野町生まれ。地場産業である日用品製造の“地産”
にこだわり、より良い商品を全国に発信したい想い
から平成 25年 6月海南市岡田にて開業。
現在は、海南市黒江に工房を移転し、手作りのたわ
し関連製品の製造を中心に事業を行っている。平成
25年度及び平成 26年度補正予算小規模事業者持続
化補助金採択。

海南市生まれ。飲食店での経験を積み、こだわりの食材
を活用した「Saloon's Bar & Cafe　DAISY」を平成30
年9月に開店（海南市岡田591－2。JR黒江駅すぐ）。軽
減税率対策補助金も活用しながら、キャッシュレス決済も
積極的に進めている。平成30年度 地域創造的起業補助金
（国）採択 （和歌山県内で唯一の採択）。平成29年度補
正予算小規模事業者持続化補助金採択。 

先輩起業者　パネリスト（3名）

４つのメリット
海南市創業セミナー「経営 ･財務 ･販路開拓 ･人材育成」の 4つのテーマを受講した場合に限り、証明書の発行を受けた上で下記の金融支援を受けるこ
とができます。
メリット１　会社設立時の登録免許税減免（株式会社：資本金の 0.7%→ 0.35%など）
メリット２　信用保証協会による創業関連保証が事業開始 6か月前から利用可能（通常２か月前）
メリット３　日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件（創業資金総額の 10分の１以上）充足
メリット４　日本政策金融公庫新規開業支援資金貸付利率引き下げ

※平成 30年度第二次補正予算「小規模事業者持続化補助金」（募集終了）については、認定市区町村による特定創業支援等事業を過去に受けている場合、条件に合致すれば補助上限額が
100万円に引き上がるなど創業間もない事業者を重点的に支援する措置もとられています。

起業されている方は事業所名

（日用品製造業） （食品製造業） （飲食業）

10月5日土


