START UP BUSINESS

これから事業を展開していきたい方へ

三重で起業したい人へ

グ ロ ーバル・
ス タ ートアップ
カ フ ェ 尾鷲 松阪 伊賀

参加
無料

各２回開催

主催：三重県

事業開始に向けて具体的な活動を行っている人
事業を開始したばかりの人

実務的な講習会と交流会

将来的に起業を考えている人
地域資源を生かして起業したいと考えている人
海外展開やインバウンドビジネスなど、グローバル
展開に興味がある人

尾鷲

松阪

伊賀

開催日

時間

※時間は予定です

2017年10月14日（土）

13:00〜16:00

2017年11月4日（土）

13:30〜16:00

2017年11月11日（土）

13:30〜16:30

2017年12月23日（土・祝）

13:30〜16:00

2018年2月4日（日）

13:30〜16:00

2018年2月12日（月・祝）

13:30〜16:00

同時開催

個別相談会

地域の活性化や販路開拓などを模索している人

地域

（定員 各回２０名程度）

（無料

講師

資金や事業計画などの気にな
る課題について、日本政策金融
公庫やよろず支援拠点などの
専門家に気軽に相談できます。

各回先着６名 事前予約優先）
テーマ

尾鷲物産株式会社 代表取締役社長

会場

徹底した『マーケットイン』の考え方
〜地域資源を世界市場へ〜

尾鷲物産株式会社（駐車場有）

海外展開セミナー〜低コストで
始める越境ECセミナー〜

尾鷲商工会議所（駐車場有）

辻製油株式会社 代表取締役会長

農業をアツく日本をつよく
〜農業での付加価値の発想〜

辻製油株式会社（駐車場有）

オフィス・アイ 代表

【実践研修会】売れる商品づくり
〜6次産業化の事例より〜

松阪商工会議所（駐車場有）

小野 博行 氏

多田EC支援事務所 代表

多田 優之 氏
辻 保彦 氏

石川 明湖 氏

しんみちコワーキング 代表

水落 勝彦 氏

株式会社Ｅプレゼンス 代表取締役社長

川北 睦子 氏

グローバル・スタートアップカフェは、起業家と起業を目指す人のための、実務的な講習会と交
流会、個別相談会も同時開催の盛りだくさんなイベントです。講習会は三重県の特徴をとらえた
様々なテーマで、起業家に役立つ、具体的な事業の進め方や重点が学べます。交流会はインキュ
ベーションマネジャーも（※）仲立ちとなりますので、お一人でも気軽に参加でき、出逢った方同
士の新しいコミュニティや協業も生まれます。
「 アイデアを形にするには？」
「 事業の悩みを同じ
仲間に相談したい！」そんな方は、ゆるい温かな雰囲気の中で話してみませんか。同時開催の個別
相談会ではあなたの気になる課題について気軽に専門家に相談できます。グローバル・スタート
アップカフェにぜひご参加ください。※インキュベーションマネジャー：起業者の発掘から成長
までを支援する人

空き店舗/空き家を活用した起業事例
〜稼げる街づくり〜
県外・国外から人を呼び込む！インター
ネットを活用したインバウンド講座

ゆめテクノ伊賀テクノホール
（駐車場有）
ハイトピア伊賀コミュニティ
情報プラザホール（駐車場有）

各回ごとに申し込みが必要 で す
最新情報と参加申込みはこちらから
http://www.mie-startup.com/

059-329-5407

info@bizsq41.jp

三 重 県事業 「M IE グローバル・スタートアップカフェ運営業務」

グローバル・スタートアップカフェ
日程と講師プロフィール

徹底した
『マーケットイン』 海外展開セミナー
の考え方
〜低コストで始める越境EC

農業をアツく日本をつよく

尾鷲

松阪

〜地域資源を世界市場へ〜

セミナー〜

尾鷲
13：00
START

2017.10.14(土）
尾鷲物産株式会社 代表取締役社長

小野 博行（おの ひろゆき）氏
大学卒業後食品メーカを経て尾鷲物産株式会社に
入社。尾鷲物産はスーパーの塩干部門が独立して
事業を開始。現在は主にブリ、タイ等を取扱い、日
本全国へと販売するのみならず、尾鷲湾での自家
養殖や加工、自社保有船による漁船漁業、産直店
「おわせお魚いちば おとと」を経営するなど、地域
に根差した６次産業化を推進している。
小野社長からは、
『マーケットイン』
（買い手側の立
場に立ち、必要なものを必要なだけ提供すること）
の考え方をDNAとして持ち続ける商品づくりの考
え方を学びます。
（工場見学あり）

〜農業での付加価値の発想〜

13：30
START

2017.11.4(土）

13：30
START

2017.11.11(土）

多田EC支援事務所代表/
三重県よろず支援拠点コーディネーター

辻製油株式会社 取締役会長/
うれし野アグリ株式会社 代表取締役社長

学生時代から流通業一筋！販売とWEBと連携させ
てきた商業のIT活用専門家。国や公的機関のIT専門
家としてネットショップの立ち上げから軌道に乗
せるまで、これまでに500件以上のホームページ
やネットショップ等の開設・改善に携わってきた。
現在は国や府県、商工会議所のIT・EC専門家として
個別指導やセミナー・講演、地域活性化支援、大学
や専門学校の非常勤講師としても活動中。
多田氏からは、個人や小さな事業者でも海外に向
け大きく販売を伸ばしていくチャンスとなる越境
ＥＣの実務について学びます。

父が創業した辻製油に入社し、基幹の植物油生産を
国内トップクラスに成長させ、高純度粉末レシチン
の工業的精製に日本で初めて成功。近年、地域資源
の活用と地域産業との共生を経営理念に掲げ、地元
農産物を使った機能性食品等の商品開発、地域特産
品の創造、新事業による地域雇用の促進など各種事
業を推進。2013年にはミニトマトの植物工場 う
れし野アグリ株式会社 を設立。自らも挑戦を続け
ると共に、後進の育成にも心を砕いている。辻会長
からは、農業や農産品にいかに付加価値をつける
か、その発想と商品づくりについて学びます。
（工場
見学あり）

多田 優之（ただ まさゆき）氏

辻 保彦（つじ やすひこ）氏

【実践研修会】売れる商品 空き店舗 / 空き家を活用 県外・国外から人を呼び込む！
インターネットを活用した
づくり
した起業事例
〜6次産業化の事例より〜

松阪

〜稼げる街づくり〜

インバウンド講座

伊賀
13：30
START

2017.12.23( 土・祝）

伊賀
13：30
START

2018.2.4(日）

13：30
START

2018.2.12( 月・祝）

オフィス・アイ 代表/中小企業診断士/フードコーディ
ネーター/食の6次産業化プロデューサー/認定審査員

しんみちフードラボ/
しんみちコワーキング 代表

株式会社Ｅプレゼンス 代表取締役社長

大学卒業後、商業・情報分野のコンサルティングに
従事。1995年に中小企業診断士資格取得。2000年
オフィス・アイ設立。その後フードコーディネー
ター資格、食の6次産業化プロデューサーレベル４
取得。現在は認定審査員も務める。
専門家として食に関わる事業の支援を行い、商業・
サービス業や中心市街地活性化に係る街づくり指
導・支援、創業支援・経営革新支援などを中心にして
活動中。とりわけ現在は、農林漁業者の６次産業化
推進支援に力を入れている。
石川氏からは、食に関する起業に必要な、売れる商
品づくりについて学びます。

四日市出身。大学卒業後営業職を経て2012年に名
古屋都市センターの市民研究員に採用され、
「 商店
街の高齢化や空き店舗問題を解決するためのシェ
アハウス・ゲストハウス事業」に取組む。2013年に
伊勢銀座新道商店街で地域活性化に取り組むゲス
トハウス「ユメビトハウス」を設立。翌年より商店街
振興組合理事。昨年には「しんみちフードラボ」
「し
んみちコワーキング」を開設し商店街の空き店舗問
題や起業促進に取り組む。
現在伊勢のまち発展委員会の委員長も務める水落
氏からは、空き店舗/空き家を活用した起業による
街づくりについて事例とともに学びます。

一級建築士。短大卒業後設計事務所等で10年間住
宅設計に従事。育児中に独学でインターネットスキ
ルを習得。WEB制作・講師派遣会社勤務を経て04
年独立。10年を経て法人化。顧客は全国で150社
超。12名のチーム全員が女性。全員が在宅テレワー
クで多様な働き方を提供。 強み に視点を置いた
ブランディングを通じ中小企業の新規事業のコン
サルや企業価値向上のプロモーションサポートを
行う。現在は女性起業家育成、インターネットを活
用したインバウンド対策の啓発にも注力。川北氏か
らは、地元をどのように魅せるか、インバウンド対
策の実務について学びます。

石川 明湖（いしかわ あきこ）氏

水落 勝彦（みずおち かつひこ）氏

川北 睦子（かわきた ちかこ）氏

主催：三重県 / 運営：サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社
/ Tel.059-329-5407 E メール：info@bizsq41.jp
「ＭＩＥグローバル・スタートアップカフェ運営業務」は、三重県からサイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社が委託を受けて運営しています。

