
今から始めるあなたの会社のミガキ方 参加申込書 

FAX：078-303-6325（神戸商工会議所 中小企業振興部行き） 

参加希望のセミナーの□欄に印をつけて下さい 

□10:00〜11:10 ①会社のミガキ方 □13:30〜14:30 ③人材戦略 

□11:20〜12:20 ②知財入門    □14:40〜15:40 ④事業承継 

事業所名  TEL  

業種  社員数  

所 在 地  〒 FAX  

参 加 者 

（役職名） （役職名） 

（氏 名） （氏 名） 

（E-mail） （E-mail） 

「参加票」を FAX でお送りしますので、当日ご持参ください。 
 
当日は、併せて消費税・経営強化・事業承継など経営全般に関する個別相談会を開催致します。 
相談をご希望の方は、以下ご記入の上ご返送ください。(予約制) 
 

個別相談を         □希望する     □希望しない 

□10:00〜11:00 （第 希望） □11:20〜12:20 （第 希望） 

□13:30〜14:30 （第 希望） □14:50〜15:50 （第 希望） 

簡単で構いませんので、相談希望の内容をご記入ください 

※本申込書にご記入頂いた個人情報につきましては、セミナー開催にかかる受講者の確認、受講者名簿

の作成、出欠確認、講演会運営に関する連絡、各種情報提供の目的にのみ使用いたします。    



頑張る企業応援！セミナー

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

 

今から始める
あなたの会社のミガキ方
〜中小企業の

４つのセミナーと経営相談会
 

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

援セミナーを開催しております。

今般、

会計士・

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

催いたします。是非この機会にご利用ください。

  

◆日 時

◆内 容

 ◆場 所

      

 ◆参加費

 ◆定 員

 ◆問合先

頑張る企業応援！セミナー

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

今から始める
あなたの会社のミガキ方

中小企業の

４つのセミナーと経営相談会
  

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

援セミナーを開催しております。

今般、中小企業の売り上げＵＰにつながる

士・弁護士・社会保険労務士・

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

します。是非この機会にご利用ください。

時 平成３０年１０月３日（水）

容 ４つのセミナー及び

（詳しい内容は次頁をご参照下さい）

所 神戸
（神戸市中央区御幸通

      ※JR「

◆参加費 無 料

員 各セミナー

◆問合先 神戸商工会議所

頑張る企業応援！セミナー

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

今から始める
あなたの会社のミガキ方

中小企業の

４つのセミナーと経営相談会

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

援セミナーを開催しております。

中小企業の売り上げＵＰにつながる

士・社会保険労務士・

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

します。是非この機会にご利用ください。

平成３０年１０月３日（水）

４つのセミナー及び

（詳しい内容は次頁をご参照下さい）

神戸国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会）
神戸市中央区御幸通

「三ノ宮」駅より南

料  

各セミナー５０名（先着順）

神戸商工会議所 

頑張る企業応援！セミナー’18 

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

今から始める
あなたの会社のミガキ方

中小企業の売り上げＵＰにつなげる

４つのセミナーと経営相談会

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

援セミナーを開催しております。 

中小企業の売り上げＵＰにつながる

士・社会保険労務士・税理士

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

します。是非この機会にご利用ください。

平成３０年１０月３日（水）

４つのセミナー及び経営

（詳しい内容は次頁をご参照下さい）

国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会）
神戸市中央区御幸通 8 丁目

三ノ宮」駅より南へ徒歩約

０名（先着順）

 中小企業振興部

 ＜消費税軽減税率対策窓口相談事業＞

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

今から始める
あなたの会社のミガキ方

売り上げＵＰにつなげる

４つのセミナーと経営相談会

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

中小企業の売り上げＵＰにつながる「会社のミガキ方」というテーマで、公認

税理士がそれぞれの得意分野の

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

します。是非この機会にご利用ください。

平成３０年１０月３日（水） １０：００～１６：０

経営相談会

（詳しい内容は次頁をご参照下さい）

国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会）
丁目 1 番 6 号

へ徒歩約３

０名（先着順） 個別相

中小企業振興部 電話番号

＜消費税軽減税率対策窓口相談事業＞

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

 
あなたの会社のミガキ方

売り上げＵＰにつなげる

４つのセミナーと経営相談会

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

会社のミガキ方」というテーマで、公認

それぞれの得意分野の

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

します。是非この機会にご利用ください。   

１０：００～１６：０

相談会 

（詳しい内容は次頁をご参照下さい） 

国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会）
号） 

３分 

個別相談会８事業所

電話番号 

＜消費税軽減税率対策窓口相談事業＞

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

あなたの会社のミガキ方
売り上げＵＰにつなげる

４つのセミナーと経営相談会〜

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

会社のミガキ方」というテーマで、公認

それぞれの得意分野の４本のセミナーを開

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

１０：００～１６：００

国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会）

８事業所（1

 078830385810

＜消費税軽減税率対策窓口相談事業＞

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜

あなたの会社のミガキ方
売り上げＵＰにつなげる

〜  

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

会社のミガキ方」というテーマで、公認

４本のセミナーを開

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

０ 

国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会）

1事業所60

5810 

＜消費税軽減税率対策窓口相談事業＞  

〜消費税の軽減税率の導入・税率引き上げに備えて経営力を強化するために〜 

あなたの会社のミガキ方 
売り上げＵＰにつなげる 

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

会社のミガキ方」というテーマで、公認

４本のセミナーを開

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

国際会館８階８０５室（セミナー）８０６室（相談会） 

60分まで）

 

消費税率の引き上げや軽減税率制度の導入に伴い、国内消費の停滞や経理事務作業の

増加等が予想されます。その様な環境変化に柔軟に対応できる様にするために、消費税

軽減税率制度の概要を説明するとともに経営力を強化する様々なテーマで頑張る企業応

会社のミガキ方」というテーマで、公認

４本のセミナーを開

催いたします。講師には本所「サムライ神戸ネットワーク」の有志メンバーで構成する

「こうべ企業の窓口」所属の専門家に協力頂いております。また、今回、複数の専門家

がチームを組み、ワンストップで経営の様々なご相談に対応する個別相談会も併せて開

 

分まで） 

 



第１講
 

することは難しくなってきており

み出すことが重要になります。

本

な

 

 

 

      

      

第２講

 

 

です。無形の強みである知財を経営に活かし、売り上げアップに繋げる戦略を、わかりやすく

説明いたします。弁護士の須川氏が企業の法務部で勤務した経験から、現場で使える実践的な

リーガルアドバイスを交えてセミナーを行います。ふるってご参加下さい。

  

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１講 
   

目まぐるしく変化する経営環境の中で、従前のような“経験と勘”だけを頼りにした経営を

することは難しくなってきており

み出すことが重要になります。

適切な『会社ミガキ』によって、赤字に苦しむ中小企業を利益体質に変えることが可能です。

本セミナー

な手法をお教えいたします

 ◆日 時

 ◆講 師

 ◆内 容

      

      

第２講 

  

 中小企業が

です。無形の強みである知財を経営に活かし、売り上げアップに繋げる戦略を、わかりやすく

説明いたします。弁護士の須川氏が企業の法務部で勤務した経験から、現場で使える実践的な

リーガルアドバイスを交えてセミナーを行います。ふるってご参加下さい。

  ◆日 時

◆講 師

 ◆内  容

       

     

     

 

 「なぜ今、中小企業で会社ミガキが必要なのか？」

目まぐるしく変化する経営環境の中で、従前のような“経験と勘”だけを頼りにした経営を

することは難しくなってきており

み出すことが重要になります。

適切な『会社ミガキ』によって、赤字に苦しむ中小企業を利益体質に変えることが可能です。

セミナーでは講師の公認会計士の宮川氏が

手法をお教えいたします

時 平成３０年１０月３日（水）１０：００～１１：１０

師 公認会計士

 （ 公認会計士宮川靖規事務所

容 ①そもそも『会社ミガキ』とは？

      ②会社ミガキ

      ③時代の変化と今後の経営を考える！他

  「売上

中小企業が自社の技術力・ブランド力を最大限に活用するために

です。無形の強みである知財を経営に活かし、売り上げアップに繋げる戦略を、わかりやすく

説明いたします。弁護士の須川氏が企業の法務部で勤務した経験から、現場で使える実践的な

リーガルアドバイスを交えてセミナーを行います。ふるってご参加下さい。

時 平成３０年１０月３日（水）１１：２０～１２：２

師 弁護士 

 （ 力新堂法律事務所

容  ①まずは知財を知る

   ②攻めと守りの知財戦略

        ③ＩＴ化・国際化と知財

     

 

「なぜ今、中小企業で会社ミガキが必要なのか？」

目まぐるしく変化する経営環境の中で、従前のような“経験と勘”だけを頼りにした経営を

することは難しくなってきており

み出すことが重要になります。

適切な『会社ミガキ』によって、赤字に苦しむ中小企業を利益体質に変えることが可能です。

では講師の公認会計士の宮川氏が

手法をお教えいたします。 

平成３０年１０月３日（水）１０：００～１１：１０

公認会計士   宮川

公認会計士宮川靖規事務所

①そもそも『会社ミガキ』とは？

②会社ミガキの手法

③時代の変化と今後の経営を考える！他

「売上 UP につなげる！

自社の技術力・ブランド力を最大限に活用するために

です。無形の強みである知財を経営に活かし、売り上げアップに繋げる戦略を、わかりやすく

説明いたします。弁護士の須川氏が企業の法務部で勤務した経験から、現場で使える実践的な
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第３講 「採用難時代を乗り切るための中小企業の 

人材戦略」 

 求職者の売り手市場が続く昨今、中小企業では「求人を出しても全く募集がない」という声

が上がっています。その大きな理由として近年、人材採用のやり方がこれまでと全く変わって

きていることがあげられます。本セミナーでは人材採用の最新動向や応募者が集まる求人の出

し方についてわかりやすく説明いたします。 

 ◆日 時 平成３０年１０月３日（水）１３：３０～１４：３０ 

 ◆講 師 社会保険労務士   佐藤 和之 氏  

（ 佐藤労務コンサルティング ） 

 ◆内 容 ①採用戦略の３つの基本と採用手法 

      ②求人検索サイトと自社採用サイトの活用法 

      ③助成金活用で採用コストを削減 

第４講  「事業承継と中小企業のＭ＆Ａ」 
   

中小企業経営者の高齢化が進む一方で、後継者の確保がますます困難になっています。 

本セミナーでは、事業承継を円滑に進めていく課題解決のポイント、買われる会社と買われな

い会社の違い、中小企業の事業承継のための有効な選択肢の一つであるＭ＆Ａ等についてわか

りやすく解説いたします。  

◆日 時 平成３０年１０月３日（水）１４：４０～１５：４０ 

 ◆講 師 公認会計士・税理士  岩瀬 哲正 氏 

（ 岩瀬公認会計士・税理士事務所 ） 

 ◆内 容 ①事業承継、課題解決の糸口はここにある 

②買われる会社と買われない会社の違い 他 

 何でも経営相談会（個別相談会） 予約制 

何でも経営相談会では、経営に関するあらゆる問題について、こうべ企業窓口の１１士業

（弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士・中小企業診断士など）がお答えします。 

お申込みいただき、気軽にご相談ください（８事業所限定・1 事業所 60 分以内） 

 

 

 


