2018年

「ビジネスプラン プレゼンテーションコンテスト」開催！

2
16 金

〜あなたの夢をかなえよう！プレゼンして応援団をみつけよう！〜

起業方法から子供や家族と仕事についてなど、起業にまつわるちょっとした疑問に専門の相談員がお答えします。
（無料）

小金沢 一実氏

パシオンTOKYO
インキュベーションマネージャー

堤 香苗氏

【専門分野】教室開業、手作りでの起業
女性目線での起業
【開催場所】八王子、多摩センター

藤岡 喜美子氏
【専門分野】起業全般、
ビジネスプラン作成
【開催場所】大森

【専門分野】起業全般、女性目線での起業
ビジネスプラン作成
【開催場所】多摩センター、新宿、赤坂、
その他

ステージアップカフェ（少人数 相 談 会）個別相談会、グループ相談会も開催しています
Honeycomb stage + ハニカムステージ
10月16日（月）13:00〜14:00
11月14日（火）11:00〜12:00
11月27日（月）14:00〜15:00
12月 5日（火）11:00〜12:00
12月13日（水）13:00〜14:00

東京ビジネスサポートプラザ
10月12日(木) 14:00〜15:00
15:10〜16:10
12月15日(金) 11:00〜12:00

パシオンTOKYO
10月11日（水）14:00〜15:00
10月24日（火）10:30〜11:30
11月 8日（水）10:30〜11:30
11月16日（木）14:00〜15:00
11月28日（火）10:30〜11:30
12月 5日（火）14:00〜15:00
12月 7日（木）14:00〜15:00
12月16日（土）10:30〜11:30

練馬区立平和台図書館
12月20日(水) 13:00〜14:00

セミナー名

2017年

ビジネスプランを作りたい！

何から始めればいい？

11月28

10：30〜15：30

自分発信力を高める
日
［水］ カラーパワーの活かし方！

11月29

10：00〜13：00 （ランチ交流会付）

2017年

webマーケティング
月 日
［火］
実践編 (インスタ、ライン）

12 5

10：30〜15：30

メイクレッスン＆
月 日
［水］
プロフィール撮影

12 6

10：30〜13：00

12 8

女性起業家白書 2018年春 発刊予定

2017年

パシオンTOKYO

Hatch Cowork + KIDs（赤坂見附）

〒167-0043
東京都杉並区上荻1-24-10
藤野ドエル402号室
TEL : 03-5335-7320

〒143-0016
東京都大田区大森北2-3-15
第15下川ビル4F
TEL : 03-6423-1840

〒107-0052
東京都港区赤坂4-9-25
新東洋赤坂ビル5F
TEL : 03-3479-0073

RYOZAN PARK otsuka こそだてビレッジ

Honeycomb stage+ ハニカムステージ

マフィス 馬事公苑

〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-36-7
南大塚T&Tビル 6・7F
TEL : 03-6912-0304

〒192-0082
東京都八王子市東町1-14
橋完ビル2F-A
TEL：042-649-8296

〒158-0098
東京都世田谷区上用賀1-25-20
TEL : 03-6432-7680

Cs TACHIKAWA

Startup Hub Tokyo

キャリア・マムホール

〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-4
サニービル2F
TEL : 042-512-9958

〒100-0005
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田
生命ビル TOKYO創業ステーション１F
TEL : 03-6551-2470

〒206-0033
東京都多摩市落合1-46-1
ココリア多摩センター5F
TEL : 042-389-0220

ＭＡＩＬ

女性キャリア＆起業家支援プロジェクト運営事務局（株）
キャリア・マム

0120-954-455
womanhub@mail.c-mam.co.jp
（平日9:00~17:00）

▼お悩みやご相談は…
ＵＲＬ

ブランディングツール
日
［火］
活用セミナー

10：00〜15：00

コワーキング 施 設 のご 案 内

のついた提携施設では、本プロジェクト登録会員向けの特典があります。

ＴＥＬ

滝田 加奈子氏
株式会社キャリア・マム
代表取締役

堤 香苗氏

ファッションや小物などの色使いは、あ
start up café カラー心理カウンセラー
なたの印象を決める大事なポイントで
す。カラーパワーをプレゼンテーション 東京都武蔵野市境2-10-1 /カラーコーディネーター
境央マスターズ２階
や仕事上のコミュニケーションに活かせ
中間 貴恵氏
（15名・参加費1,000円）
るよう、色の意味に触れてみませんか？
起業したら知っておきたいFacebook、
わたしスタイル総研
Instagram、LineなどのSNSの活用法につ キャリア・マム
代表
（30名）
いて、お金をかけずに一人でもできるweb ホール
滝田 加奈子氏
サービスの実践的な活用を学びます。
ブランディングツールには欠かせないプ
メイクレッスン
ロフィール写真。好印象を与えるナチュラ キャリア・マム
後藤 南海子氏
ルなメイクのコツを学び、そのまま撮影 ホール
プロフ
ィール撮影
してみましょう。
（メイクは座学のみ。セル （20名・参加費1,000円）
石川
奈美氏
フメイクにリタッチ(微修正）
となります）

数字統計学を活用して、

12月12

こどもコワーキングbabyCo

お問い合わせとお申込み

わたしスタイル総研

キャリア・マム
代表
ホール（30名）

数字統計学により、自身の強み・弱みを キャリア・マム
キャリア＆
知ったうえで、あなたにピッタリな起業
ライフリズム研究家
ホール
あなたの強みを知り、
2018年
月 日
［金］
スタイルや仕事の進め方を見つけましょ
（20名・参加費1,000円） いのまた 美き氏
13：00〜16：00 度の動き方を計画しよう！ う。

※個別相談（お一人1回まで無料）も受け付けています。

子連れで利用できる

師

起業したら知っておきたいSNSの活用法
わたしスタイル総研
をテーマに、お金をかけずに一人でもで キャリア・マム
代表
（30名）
きるwebマーケティングの基礎知識を学 ホール
滝田 加奈子氏
びます。

10：00〜15：00

2017年

講

webマーケティング
日
［火］
入門編

11月21
2017年

会場 / 定員

ビジネスプラン
日
［火］
作成セミナー

2017年

News !

要

1日で、
自分の考えているビジネスプラン
を形にしてみましょう！2月に行われるビ Startup Hub
ジネスプランコンテストファイナルに向 Tokyo
（30名）
けて、さらにブラアッシュアップしていく
ことが可能です！

2017年

資金調達したい

概

あなたのかなえたい夢、やりたいビジネスはなんで
すか？自分のやりたいこと（ビジネスやビジョン）を整
理して形にしてみる、1日のワークを交えたセミナーで
月
す。本プロジェクトの集大成として、2月に予定してい
10：30〜16：00 （ランチ交流会付・ランチ代実費） る「ビジネスプランプレゼンテーション」への参加を
目標に、ビジネスプランを作成してみましょう！

ビジネスプラン
日
［火］ 作成セミナー

10 24

起業 相 談のご 案 内

株式会社キャリア・マム
代表取締役

開催日時
2017年

【日時】2018年2月16日
（金）13：00〜17：00 【会場】Startup Hub Tokyo
最優秀賞：10万円とコワーキング施設1年間利用権

ハニカムステージ代表 /
一般社団法人保育サポーター
はちっこ代表理事

セミナーのご 案 内

http://woman-hub.jp/scafe

プロアスリートのブランディング
トレーナーに学ぶ

2017年

12月13日［水］ 印象管理のイロハ

10：30〜16：30 （ランチ交流会付・ランチ代実費）

2017年

捨てられないチラシ作り、印象に残る名 Startup Hub
刺づくりのコツを伝授します！

Tokyo（30名）

®

ラブレターチラシ
コンサルタント

長谷川 なみ氏

美Power
キラキラだけの女性起業家は卒業！信頼 キャリア・マム
プロデューサー
される＆印象付けるための印象管理術
ホール（30名）
を学びましょう！

大久保 美帆氏

正しい姿勢と歩き方で、美と
健康を手に入れてハッピーに！

きちんと歩くことに意識をもち続けてい キャリア・マム
ポスチュアウォーキング
くということは、まさに「人生を創る」こ
スタイリスト
ホール
月
日
［水］「ポスチュアウォーキング」 と。正しい姿勢はビジネスのプレゼン
（20名・参加費1,000円） 高橋 志保氏
テーションにも役立ちます。
10：30〜12：30 を学ぼう

12 20
2018年

女性起業家のための
日
［水］
確定申告＆税務の知識

酒井税理士事務所
起業したら、知らないでは済まされな キャリア・マム
代表
（30名）
い、正しい税務の知識を学びましょう。 ホール

プレゼンテーションの
日
［金］
コツ

ビジネスプレゼンテーションに不可欠な ビジネス
知っておきたい組み立て方とコツにつ サポートプラザ
いて伝授します。
（30名）

1月17

10：30〜15：30
2018年

1月19

13：00〜16：00

酒井 麻子氏

株式会社キャリア・マム
代表取締役

堤 香苗氏

