
 

 

 

 

 

消費税率引き上げや

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

いくことが重要です。

 今回の経営計画作成

要となる補助事業計画書作成のポイントなど

 

【セミナーカリキュラム】
 

 

 

 

 
＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

◆日

◆会

◆対

◆定

◆受講料：無料

 
◆申込み

◆主

※ 

◆開催日

◆会

◆内

 

上野商工会議所

事 業 所 名

所 在 地

参 加 者 名

 

個別相談会参加の有無

 

経営計画作成

◇事業継続のための経営計画の重要性

 ・経営理念の再確認・自社の現状を知る

 ・事業計画のストーリーについて

消費税率引き上げや

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

いくことが重要です。

今回の経営計画作成

要となる補助事業計画書作成のポイントなど

【セミナーカリキュラム】

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

日 時：令和２
会 場：上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

対 象：小規模事業者

定 員：２０

受講料：無料

申込み：下記申込書に必要事項をご記入

主 催：上野

当セミナー受講者限定の

◆開催日 ：５
◆会 場 ：上野商工会議所セミナールーム

◆内 容 ：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

導員が個別にアドバイスを行います

上野商工会議所 

事 業 所 名

所 在 地

参 加 者 名

個別相談会参加の有無

 ※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

経営計画作成

◇事業継続のための経営計画の重要性

・経営理念の再確認・自社の現状を知る

・事業計画のストーリーについて

消費税率引き上げや軽減税率の

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

いくことが重要です。 

今回の経営計画作成セミナーは、現在公募中

要となる補助事業計画書作成のポイントなど

【セミナーカリキュラム】

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

令和２年
上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

象：小規模事業者

２０名（先着順）

受講料：無料 

 
下記申込書に必要事項をご記入

上野商工会議所

当セミナー受講者限定の

５月13日（水

上野商工会議所セミナールーム

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

導員が個別にアドバイスを行います

 行 （fax：

事 業 所 名 

所 在 地 
 

参 加 者 名 
 

 

個別相談会参加の有無 

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

経営計画作成

◇事業継続のための経営計画の重要性

・経営理念の再確認・自社の現状を知る

・事業計画のストーリーについて

講

代表社員

軽減税率の導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

セミナーは、現在公募中

要となる補助事業計画書作成のポイントなど

【セミナーカリキュラム】 

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

年４月２２
上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

象：小規模事業者 

（先着順） 

下記申込書に必要事項をご記入

商工会議所 TEL：

当セミナー受講者限定の『
日（水）・５月

上野商工会議所セミナールーム

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

導員が個別にアドバイスを行います

：０５９５－２４－３８５７

経営計画作成

 

 

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

経営計画作成セミナー

◇事業継続のための経営計画の重要性      

・経営理念の再確認・自社の現状を知る

・事業計画のストーリーについて        

講 師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト

代表社員

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

セミナーは、現在公募中の「小規模事業者持続化補助金」

要となる補助事業計画書作成のポイントなどお伝えします。

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

２２日（水
上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

下記申込書に必要事項をご記入し、

：0595-21-0527

『個別相談会
月１９日（火

上野商工会議所セミナールーム（ハイトピア伊賀３階）

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

導員が個別にアドバイスを行います

０５９５－２４－３８５７

経営計画作成

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

セミナー

小規模事業者とは・・・

商業･サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業員数が

製造業･その他（サービス業のうち宿泊業・娯楽業を含む）は

      

・経営理念の再確認・自社の現状を知る     

        

師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト

代表社員 橋本大輔

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

の「小規模事業者持続化補助金」

お伝えします。 

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

日（水）13
上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階）

、４月２０日

0527 FAX

個別相談会』も併せて開催します

日（火）※ 開始時刻

（ハイトピア伊賀３階）

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

導員が個別にアドバイスを行います。 

０５９５－２４－３８５７）  

経営計画作成セミナー受講申込書

参加する

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

セミナー＆個別相談会開催のご案内

小規模事業者とは・・・ 

商業･サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業員数が

製造業･その他（サービス業のうち宿泊業・娯楽業を含む）は

      ◇販路開拓等の取組に資する補助金の紹介

     ・小規模事業者持続化補助金とは

        ・補助金採択を考慮した経営計画書の作り方

師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト

橋本大輔 氏（中小企業診断士

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

の「小規模事業者持続化補助金」

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

13時 30分～
上野商工会議所ホール（ハイトピア伊賀３階） 

日(月)迄に電話・

FAX：0595-24

も併せて開催します

開始時刻は後日

（ハイトピア伊賀３階） 

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

セミナー受講申込書

 

参加する ・

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

＆個別相談会開催のご案内

 

商業･サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業員数が

製造業･その他（サービス業のうち宿泊業・娯楽業を含む）は

◇販路開拓等の取組に資する補助金の紹介

・小規模事業者持続化補助金とは

・補助金採択を考慮した経営計画書の作り方

師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト

氏（中小企業診断士

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進

の「小規模事業者持続化補助金」にもご活用いただけます。概要や申請に必

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります

分～16時
 

電話・FAX

24-3857 

も併せて開催します

後日調整させていただきます。

 

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

セミナー受講申込書 

業 種 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

従業員数 

・ 参加しない

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

＆個別相談会開催のご案内

商業･サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業員数が

製造業･その他（サービス業のうち宿泊業・娯楽業を含む）は

◇販路開拓等の取組に資する補助金の紹介

・小規模事業者持続化補助金とは

・補助金採択を考慮した経営計画書の作り方

師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト

氏（中小企業診断士

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

発展させていくためには、自社の現状を的確に把握し、自社の強みを活かす販路開拓、販売促進を計画的

にもご活用いただけます。概要や申請に必

＊新型コロナウイルスの感染状況によりましては、中止させていただく場合があります。 

時 30分

FAX にてお申し込みください

も併せて開催します！ 
調整させていただきます。

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

 

代表者及び短時間労働者を除く

参加しない 

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

＆個別相談会開催のご案内

商業･サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業員数が

製造業･その他（サービス業のうち宿泊業・娯楽業を含む）は20

◇販路開拓等の取組に資する補助金の紹介 

・小規模事業者持続化補助金とは 

・補助金採択を考慮した経営計画書の作り方

師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト

氏（中小企業診断士） 

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

計画的に実行し

にもご活用いただけます。概要や申請に必

 

分 

にてお申し込みください

調整させていただきます。 

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指

名 
代表者及び短時間労働者を除く 

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。

＆個別相談会開催のご案内

商業･サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業員数が5名以下、

20名以下の事業者

・補助金採択を考慮した経営計画書の作り方 

師：合同会社マネジメントオフィス・ハシモト  

 

 

導入など中小企業・小規模事業者を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業を継続、

に実行して

にもご活用いただけます。概要や申請に必

にてお申し込みください。 

：受講者が作成した自社の経営計画及び持続化補助金申請書類等について専門家及び当所経営指 

 

 

 

※ご記入いただいた情報は、商工会議所からの各種連絡・情報提供の為に利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析の為に利用する事があります。 

＆個別相談会開催のご案内 

名以下、

名以下の事業者 


