
参加無料
無料！一時託児所設

置
※要事前予約

主 催
近畿経済産業局、近畿財務局、大阪府後援：

協力：

第12回 創業グリ
ップDay！

創業に関する悩
みや疑問を解決

できる

1日を提供します
!

13：00～19：00（
入退場自由）2.13wed日 時 Osaka Metro中央

線・堺筋線「堺筋本町
」駅徒歩約5分

Osaka Metro中央
線・堺筋線「堺筋本町

」駅徒歩約5分
大阪産業創造館
（3階マーケットプラ

ザ、4階イベントホー
ル）大阪産業創造館

（3階マーケットプラ
ザ、4階イベントホー

ル）
会 場

中小機構 近畿、公益財団法人大阪産業振興機構、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター、大阪商工会議所、
一般社団法人大阪中小企業診断士会、一般財団法人信用保証サービスセンター、りそな銀行、近畿大阪銀行、池田泉州銀行、
大阪信用金庫、大阪シティ信用金庫、北おおさか信用金庫、尼崎信用金庫、のぞみ信用組合（順不同）

Osaka Metro中央線・堺筋線「堺筋本町」駅から徒歩約5分

「社員がつくる、
チームベンチャー」
クローバーラボ株式会社
代表取締役

小山 力也氏

おかげさまで創立70周年

特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ
13：00▶14：0013：00▶14：00

15：00▶15：4015：00▶15：40 「創業なんでも」「決算・会計・税務」
「マーケティング・販促」「HP作成・SNS活用」
「創業なんでも」「決算・会計・税務」
「マーケティング・販促」「HP作成・SNS活用」

一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
都市コミュニティ研究室 副主幹
一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
都市コミュニティ研究室 副主幹 稲田 暁氏稲田 暁氏

「効果的なSNS活用ミニセミナー」「効果的なSNS活用ミニセミナー」

専門家相談ブース専門家相談ブース

金融機関・保証協会相談ブース金融機関・保証協会相談ブース
創業支援機関ブース創業支援機関ブース

信用保証協会ミニセミナー信用保証協会ミニセミナー

相談ブース相談ブース

ミニセミ
ナー

ミニセミ
ナー16：00▶

16：4016：00▶
16：40 14：20▶14：4014：20▶14：40

OSAKA創業フ
ェア

2019
OSAKA創業フ

ェア

2019

「創業や！論より証拠、
 成功の秘密

日本一明るい経済新聞
編集長 竹原 信夫氏

=中小企業取材で見つけた！=」

特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ
17：00▶18：00
17：00▶18：00

「LED関西」ファイナリスト
　　　　　 ×
「大阪起業家スタートアップ」受賞者
によるトークセッション
株式会社Table a Cloth
 代表取締役

岡田 奈穂子氏

ファシリテーター竹原 信夫氏

株式会社Casie
 代表取締役

藤本 翔氏

大阪信用保証協会 経営支援部 創業・保証相談課
月～金 9：00～17：30（祝日除く）TEL.06-6260-1730

検  索OSAKA 創業フェア2019
詳細・事前受付はWebサイトから

お問い合わせは



※講演・セミナーのお席は先着順です。満席の場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※専門家相談ブースは当日予約制ですが、「創業なんでも」相談ブースの一部のみ、Webサイトにて事前予約を受け付けております。

創業に関する悩みや疑問を解決できる1日を提供します!

「創業なんでも」（8ブース）「創業なんでも」（8ブース）
専門家相談ブース専門家相談ブース

保証協会相談ブース保証協会相談ブース

創業支援情報
コーナー
創業支援情報
コーナー

4Ｆイベントホールホワイエ

何から相談すればいいの？
創業に関することならなんでもOK！
何から相談すればいいの？
創業に関することならなんでもOK！

3Ｆマーケットプラザ

金融機関相談ブース金融機関相談ブース

創業に関する保証制度や支援施策等
のご案内、資金調達のご案内など、
協会の中小企業診断士がサポート
します。

創業に関する保証制度や支援施策等
のご案内、資金調達のご案内など、
協会の中小企業診断士がサポート
します。

創業に役立つ資料や情報が揃って
います。ぜひご活用ください。
創業に役立つ資料や情報が揃って
います。ぜひご活用ください。

「決算・会計・税務」
（1ブース）
「決算・会計・税務」
（1ブース）

決算に関することから税務の最新情
報まで、会計のことならお任せくだ
さい。

決算に関することから税務の最新情
報まで、会計のことならお任せくだ
さい。

「マーケティング・販促」
（1ブース）
「マーケティング・販促」
（1ブース）

お客さまを増やすには？集客方法や
販促についてアドバイスします。
お客さまを増やすには？集客方法や
販促についてアドバイスします。

「HP作成・SNS活用」
（2ブース）
「HP作成・SNS活用」
（2ブース）

効果的なHPの作り方や、使い方次第
で大きな戦力になるSNSの活用術を
お教えします。

効果的なHPの作り方や、使い方次第
で大きな戦力になるSNSの活用術を
お教えします。

資金調達の方法以外にも、金融機
関ごとの特徴を知る絶好の機会！
気軽にご相談ください。

資金調達の方法以外にも、金融機
関ごとの特徴を知る絶好の機会！
気軽にご相談ください。

【ブース出展機関】
りそな銀行・近畿大阪銀行
池田泉州銀行
大阪信用金庫
大阪シティ信用金庫
北おおさか信用金庫
尼崎信用金庫
のぞみ信用組合

創業支援機関ブース創業支援機関ブース
様々な機関が、経営に役立つ情報
と特色ある支援策を紹介します。
様々な機関が、経営に役立つ情報
と特色ある支援策を紹介します。

【ブース出展機関】
大阪府
中小機構  近畿
大阪府よろず支援拠点
大阪産業創造館
大阪商工会議所
大阪中小企業診断士会

13：00▶19：00

※対象：1歳児以上～未就学児
※Webサイトより要事前予約

13：0013：00

14：0014：00

4Ｆイベントホール特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ

クローバーラボ株式会社　代表取締役 小山 力也氏

「社員がつくる、チームベンチャー」「社員がつくる、チームベンチャー」

スマホ向けゲームの企画・開発・運営を手掛け、「ゆるドラシル」などのゲームアプリを開発。
また、ブランド腕時計の月額レンタルサービス「KARITOKE（カリトケ）」を運営。
会社にかかわる社員や家族、お客さまなど、すべての人を幸せにするのが当社のモットー !
世の中に必要とされる会社を作りたい、そんな当社の想いを語ります。

スマホ向けゲームの企画・開発・運営を手掛け、「ゆるドラシル」などのゲームアプリを開発。
また、ブランド腕時計の月額レンタルサービス「KARITOKE（カリトケ）」を運営。
会社にかかわる社員や家族、お客さまなど、すべての人を幸せにするのが当社のモットー !
世の中に必要とされる会社を作りたい、そんな当社の想いを語ります。

16：0016：00

16：4016：40 一般財団法人 大阪市コミュニティ協会
都市コミュニティ研究室 副主幹 稲田 暁氏

「効果的な
 SNS活用ミニセミナー」
「効果的な
 SNS活用ミニセミナー」

SNSって何？ Instagram、Twitter、etc…、
どのSNSを使えばいいの？ 
効果的な使い方は？
そんなお悩みを持つ方必見！ 
SNSの実践的な使い方をお伝えします。

SNSって何？ Instagram、Twitter、etc…、
どのSNSを使えばいいの？ 
効果的な使い方は？
そんなお悩みを持つ方必見！ 
SNSの実践的な使い方をお伝えします。

15：0015：00

15：4015：40

「LED関西」ファイナリスト 
　　　　　  ×
 「大阪起業家スタートアップ」受賞者
によるトークセッション

「LED関西」ファイナリスト 
　　　　　  ×
 「大阪起業家スタートアップ」受賞者
によるトークセッション

17：0017：00

18：0018：00

13：0013：00 19：0019：00

日本一明るい経済新聞　編集長 竹原 信夫氏

「創業や!論より証拠、成功の秘密 ＝中小企業取材で見つけた!＝」「創業や!論より証拠、成功の秘密 ＝中小企業取材で見つけた!＝」

明るいニュースを求めて年間約500人の中小企業の社長さんを自らの足で取材。月刊紙「日本一
明るい経済新聞」を発行。竹原さんのほんわか鋭いトークを交え、これまでの取材を通して見つけた
〝元気な会社〟をつくるヒントをお教えします。

明るいニュースを求めて年間約500人の中小企業の社長さんを自らの足で取材。月刊紙「日本一
明るい経済新聞」を発行。竹原さんのほんわか鋭いトークを交え、これまでの取材を通して見つけた
〝元気な会社〟をつくるヒントをお教えします。

3Ｆマーケットプラザ

4Ｆイベントホール特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ

14：2014：20
14：4014：40

3Ｆマーケットプラザ信用保証協会ミニセミナー信用保証協会ミニセミナー

3Ｆマーケットプラザ

株式会社Casie
代表取締役

藤本 翔氏

株式会社Table a Cloth
代表取締役

岡田 奈穂子氏

相談ブース相談ブース講演・セミナ
ー

講演・セミナ
ー

大阪信用保証協会の仕組みや保証制度、さらに創業支援サービスについて解説します。

「旅をデザインする」（岡田氏）・「アートをもっとカジュアルに」（藤本氏）を
コンセプトに掲げる創業間もないお二人。注目を集める先輩起業家の体験談を
聞けば、創業する際のヒントが見つかるかも!　

3Ｆマーケットプラザ
13：0013：00 18：0018：00

※Webサイトより一部事前予約可。

無料一時託児所を設置

ファシリテーター 竹原 信夫氏


