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「神戸開業支援コンシェルジュ」とは

アイデアや経験を

生かして事業計画を
作るには？

開業資金って
どう集めれば
いいのかな？

まずは何から
はじめれば
いいのかな？

神戸市内の7つの支援機関がチームとなり、創業予定者並びに創業して間もない方を対象に、
窓口相談や創業塾等、開業に関する総合的な支援を行う事業です。
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「神戸開業支援コンシェルジュ」が
未来の経営者をサポートします。

起業・開業の初期相談から創業まで

●専門家による個別相談・セミナー
●特定創業支援等事業（創業時の優遇措置あり）
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●JR神戸線、市営地下鉄「ハーバーランド」駅…徒歩約8分
●阪神「西元町」駅…徒歩約10分
●神戸高速鉄道｢高速神戸｣駅…徒歩約15分

●『創業支援メニュー』に関するお問合せ
●『コーディネータ個別支援』※や『特定創業支援等事業』のお申込み
●その他、起業・開業に関するご相談

https://www.kobe-ipc.or.jp/business/concierge/

※『コーディネータ個別支援』は予約が必要です。

神戸開業

神戸で
起業・開業
するなら！ 特定創業支援等事業のご案内

創業者のための3つの優遇措置

■お申し込みから適用までの流れ

●支援証明書の提出先は、利用される優遇措置によって変わります。
優遇措置①の場合　登記の際に法務局に提出
優遇措置②の場合　銀行もしくは保証協会
優遇措置③の場合　日本政策金融公庫

資金面での優遇措置が受けられる

株式会社：最低税額15万円の場合 7.5万円（資本金の0.7％ →0.35％）
合同会社：最低税額６万円の場合 3万円（資本金の0.7％ →0.35％）
合名会社または合資会社の場合：１件につき６万円 ➡ 3万円

会社設立時の登録免許税が半額に

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始の６か月前から利用可能
創業関連保証の特例

日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
①新創業融資制度において自己資金要件を満たしたものとして取扱
②新規開業資金を利用する場合、特別利率の対象に
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公益財団法人 神戸市産業振興財団
経営支援部

〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-8-4  神戸市産業振興センター6F

神戸開業支援コンシェルジュ事務局

☎ 078 -360-3202

要　件　確　認 事前に要件についてお問い合わせください。

対象事業を受講 1ヶ月以上の期間をかけて、対象となる事業を4回以上受講していただきます。

支援証明書の申請 申請後、約3週間で神戸市より「支援証明書」が発行されます。

支援証明書のお渡し 創業のための各種申請時に「支援証明書」を利用することで上記の優遇措置を受けることができます。

神戸市内で
①事業を営んでいない方
②創業5年未満の個人事業主または法人
どちらかに該当する方
※ただし、第二創業、会社役員の方は対象外

対象事業を、1か月以上の期間で4回以
上受講し、経営・財務・人材育成・販路
開拓の知識を習得された方

申請要件は？どんな人が
利用できるの？

お申し込みはコチラから▶

@kobe_ipc
@kobeipc



夢を叶えたいアナタを全力でサポートする
神戸開業支援コンシェルジュの創業支援

起業・開業に関する
知識がない方には

●専門家への相談
●事業戦略の強化
●販路の開拓
などをサポート！

やりたいビジネスが
決まっている方には

●資金や事業の計画
●融資の相談
●オフィスの確保
などをサポート！

具体的な設立準備を
進めたい方には

神戸市内にある7つの支援機関がチームとなり、起業・開業に関するさまざまな支援メニューをご用意しています。
初歩的な質問から事業計画の立て方、資金調達、オフィスの確保、販路の開拓に至るまで、あらゆる創業準備をワンストップでサポート。
「どこに何を相談すればいいかわからない」という時も、まずはお電話ください。

まずは何からはじめればいいのかな？

アイデアや経験を生かして事業計画を作るには？

開業資金ってどう集めればいいのかな？

〈支援メニュー〉

●コーディネータ個別支援（創業相談）A

●KOBE創業塾 A

●創業セミナー・個別相談会 E

●初期の相談
●モヤモヤの解消
●セミナーの受講
などをサポート！

《神戸開業支援コンシェルジュチーム》
（公財）神戸市産業振興財団 経営支援部
078‐360‐3202
〈支援メニュー〉
●個別相談 ㊕　●基礎セミナー ㊕　●インキュベーション施設 ㊕

神戸ファッションマート（株式会社神戸商工貿易センター） 営業部
078‐857-8001
〈支援メニュー〉
●インキュベーション施設

神戸商工会議所 西神戸支部
078‐641-3185
〈支援メニュー〉
●KCCI創業塾 ㊕　●個別相談 ㊕

（公財）ひょうご産業活性化センター 新事業課
078‐977-9072
〈支援メニュー〉
●起業支援の助成金等

日本政策金融公庫 神戸創業支援センター
078‐341-5135
〈支援メニュー〉
●創業支援セミナー ㊕　●個別相談会 ㊕

兵庫県中小企業団体中央会 情報企画課
078‐331-2045
〈支援メニュー〉
●飲食店開業セミナー ㊕

（公財）新産業創造研究機構 知的財産センター
078‐306-6808
〈支援メニュー〉
●特許、商標、意匠等知的財産に関する相談

川崎  ますみ
カワサキ      マ  ス   ミ

中小企業診断士

●立地に合った店づくり
●思いを整理して事業コンセプトに
●集客、販売促進、情報発信

■得意分野
●創業準備オフィス
　1人で事業をスタートする方向けの
　ブースタイプ。
　1ブース（約3㎡）6,000円／月

●スモールオフィス
　少人数での起業を目指す方に適した
　個室タイプ。
　1室（約8～10㎡）18,000円／月

●企業育成室
　事業拡大を目指す方に適した
　ゆとりのあるオフィス。
　1室（約39～63㎡）変動賃料＋定額賃料／月

創業基礎セミナー

インキュベーション 
神戸ハーバーオフィス

●毎月開催　●先着順　●神戸開業支援コンシェルジュのコーディネータが講師

まず基礎知識を学びたいという方は

3つのタイプから選べる起業家支援施設

場所   神戸市産業振興センター　会議室

稲垣  賢一
イナガキ 　ケンイチ

中小企業診断士・ITコーディネータ

●アイデアを広げ、形にする創業計画づくり
●チラシ･SNS等による顧客獲得
●ホームページ作成、IT導入・活用

■得意分野

ご希望の方は神戸市産業振興財団ホームページ「イベント・セミナー一覧」からお申込みください。
開催日は、都合により変更となる場合があります。

税務・資金調達

講　師

テーマ

小林  優子氏
税理士

法人設立手続
和田  努氏
司法書士・特定行政書士

社会保険・雇用
山本  顕一氏
中小企業診断士・社会保険労務士

■開催時間…各回10：00～ 12：00

Web活用

マーケティング

和田  努
司法書士・特定行政書士

●経営戦略から落とし込んだ組織づくり、会社登記、契約
　書の作成およびチェック、許認可取得などの支援全般
●事業計画などの観点による起業時の創業支援

■得意分野

  ワ   ダ     ツトム

開業手続き

コーディネータ個別支援
●1回50分以内  ●何度でも無料  ●指名可能  ●夜間相談あり

具 体 的 な 内 容 を 相 談 し た い 方 は

場所   創業相談ブース
 （神戸市産業振興センター６階）

さまざまな資格と経験を持つ8名のコーディネータがあらゆる相談に

対応。事業計画から資金調達、ITやマーケティングなど、プロならで

はのアドバイスと相談者の目線に立った親身な対応で開業までをサ

ポートします。
※コーディネータの出務スケジュールはホームページでご確認ください。

※オフィスの入居には審査が必要です。

小林  優子
  コ  バヤシ    ユウ  コ

税理士

●税務
●クラウド導入支援（会計・銀行・レジ等連携）
●資金調達、法人設立、飲食店販促物デザイン

■得意分野

税務・資金
￥

後藤  雅明
  ゴ  トウ　 マサアキ

中小企業診断士・PMP®

●顧客視点を重視した商品・サービスの創造を支援 
●利益を生みだす原価管理方法と原価低減策をアドバイス 
●「創業って何から始めればいいの？」をわかりやすく解説

■得意分野

商品開発

衣笠  晴人
中小企業診断士

●店舗運営に関する支援（接客、売場作り、販促物等）
●SNSの活用に関する支援
●経営計画策定に関する支援

■得意分野

キヌガサ 　ハルヒト

店舗運営

山本  顕一
中小企業診断士・社会保険労務士

●事業アイデアの見える化、需要創造
●女性やシニアの小規模開業、商品開発
●人材採用に関する方策と手続、人材活用

■得意分野

小規模開業

ヤマモト     ケンイチ

廣田  有樹
ヒロ  タ　   ユウ  キ

中小企業診断士

●飲食、小売、宿泊、サービス業の開業支援
●開業、運転資金の考え方アドバイス
●ITツールの活用アドバイス

■得意分野

24時間
使用可能

ワンストップ
相談

実践的な
勉強会

事業計画


