
Leap なら 女性起業家 販売力向上セミナー 
 

起業を目指している方も、起業後間もない方も”売上”を上げることは最も重要な課題です。いくら理念が立派

であっても、いくらスタッフが優秀であっても、ご自身の商品やサービスを販売できなければビジネスを継続する

ことは困難となります。 

「立ち上げたビジネスをできるだけ長く続けて欲しい」そういった想いから、奈良県では女性起業家に販売力を

身につけていただくための企画を３つご用意いたしました。この機会にあなたも”売る力”を磨きませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マーケティングセミナー 
「あなたのお客様は誰？」「どうやって売っていくの？」

といったことを理論的に考えるための、マーケティングの基

礎知識を学びます。また、先輩起業家のマーケティング好事

例から、販売力向上のヒントつかみます。 

日 時：平成 29年 9月 8日（金）13:00～16:00 

会 場：奈良商工会議所（近鉄奈良駅徒歩 1分）4階中ホール 

対象者：起業を目指す女性、起業後概ね 5年以内の女性 

定 員：60名（申込多数の場合は抽選） 

参加費：無料 

講師 三根早苗(みねさなえ)氏 
女性起業家コミュニティ「わくらく」を主宰、13 年間

で 900 名以上の女性起業家の創業と成長をサポ

ート。 

大手化学メーカー勤務を経て、2002 年にリラクゼ

ーションサロンを開業。2004 年に「わくらく」を結

成。女性起業家支援の第一人者の一人として講

演多数。H28 年度奈良県「女性のための起業セミ

ナー」等講師 

奈良県 

ゲスト 三谷直子(みたになおこ)氏 
ビジューオーガナイズ株式会社 代表取締役 

大学院修了後、生涯学習施設等でマネジメント業

務に携わる。学生時代からの「人生の質を高める

教育・学び」について研究と、ご自身の「片付け」の

経験を合わせ、2010 年「行動療法としての片付

け」を提唱、御片付人として起業。2015 年に法人

化し、現在はスタッフ 10名が在席。 

上場企業や行政・大学など講演実績多数。 

ショップ出店講座 

「お店を構えて起業したい」「既にお店を持っている

が売上げをもっと伸ばしたい」といった方へ、商品の

売上げ拡大につながる、お店での魅せ方・伝え方を、

実地体験を含めて学びます。 

［3回連続講座］ 

① 魅せ方・伝え方セミナー 

日時：平成 29年 9月 22日（金）13:30～16:30 

会場：きらっ都・奈良 3階会議室 

（近鉄奈良駅徒歩 4分、もちいどのセンター街内） 

② チャレンジショップ出店 

日時：平成 29年 10月 28日（土）29日（日） 

会場：県庁前回廊下  （10:00～17:00予定） 

③ 振り返りセミナー 

日時：平成 29年 11月 10日（金）13:30～16:30 

会場：きらっ都・奈良 3階会議室 

対象者： 

定 員： 

参加費： 

講 師： 
 

※参加には「マーケティン 

グセミナー」の受講が必須 

です 

ＥＣサイト構築講座 

ＥＣサイト（ネットショップ）を開設・運用するた

めの基本的な知識やスキルを学びます。また、ＥＣサ

イトの特徴を踏まえた商品の見せ方や売るためのノ

ウハウを身につけます。 

［4回連続講座］ 

日 時：平成 29年 10月 19 日（木） 

平成 29年 11月 2 日（木） 

平成 29年 11月 16日（木） 

平成 29年 11月 29日（水） 

いずれも 13:30～16:30 

会 場：奈良県立図書情報館 セミナールーム 

    （JR奈良駅・近鉄新大宮駅等からバス） 

定 員：15名（申込多数の場合は抽選） 

参加費：無料 

対象者： 

講 師： 
 

※ECサイト構築のツールは 

「カラーミーショップ」を 

利用します。（30日間無料 

お試し版） 

継続してツールを利用され 

る場合やオプションの利用 

は自己負担となります。 

 

問い合わせ先・申し込み方法は裏面をご覧ください。 

裏面に 

記載 

裏面に 
記載 



【申し込み方法】 

奈良県庁ホームページ（セミナー・相談会情報サイト）にアクセスし、申込専用サイトへ進んでください。 

 http://www.pref.nara.jp/44661.htm 

締切：平成 29年 8月 21日（月）13:00（申込多数の場合は抽選） 

※ホームページが閲覧できない場合は下記までご連絡ください。 

申し込みから 2営業日以内に、受付確認の連絡をさせていただきます。その後、8月 22日（火） 

以降に抽選結果を連絡いたします。もし連絡がない場合は、お手数ですが下記へご連絡ください。 
 

【問い合わせ先】 

奈良県こども・女性局 女性活躍推進課 担当：女性活躍推進係 塚本・垣田 

TEL：0742-27-8679  FAX：0742-24-5403（平日 8:30～17:15） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Leapなら”とは 

女性特有の希望に寄り添った支援を行う奈良県の女性の起業を支援するプロジェクトです。 

セミナー・相談会の開催や奈良で活躍する女性起業家の紹介、起業に役に立つ情報の発信など 

奈良県庁ホームページや Facebookを通じて実施しています。 

  

セミナー・相談会 

情報サイト

 

ショップ出店講座（表面より続き） 

対象者（参加条件）：女性の方で以下の全てを満たす方 

 マーケティングセミナーおよびショップ出店講座 3回（合計 4 回）の講座に全て出席できる方 

 起業を目指している方、または起業後 5年以内の方 

 奈良県内に在住または在勤・在学の方、または奈良県内で起業・出店したい方 

 現在お店を構えている、または今後お店を構える意志のある方（いずれもネットショップは除く） 

 チャレンジショップでの販売活動に意欲的であり、自ら集客する意志のある方 

 チャレンジショップの売上報告やアンケート、県広報誌等での事業内容の掲載に協力いただける方 

※チャレンジショップ出店についてご不明な点は女性活躍推進課へお問い合わせください（Q&Aは HPへ随時掲載） 

定 員：30名 

製造業・小売業  16名 （2 日間連続出店 6名、28日のみ出店 5名、29日のみ出店 5名） 

サ ー ビ ス 業  6名 （2 日間連続出店 2名、28日のみ出店 2名、29日のみ出店 2名） 

飲  食  業  8名 （2 日間連続出展 2名、28日のみ出店 3名、29日のみ出店 3名） 

※飲食業で販売する商品は、許可を受けた施設で製造され、常温で販売できるものに限る（現地での調理不可） 

参加費：チャレンジショップ設営分担金として 1 日当たり 5千円（出店をキャンセルした場合もお支払いただきます） 
 
講師 栗本恭子(くりもときょうこ)氏 
【全 3回担当】 

株式会社 Women’s Future Center代表取締役 

短大卒業後、メーカー事務等を経験後、結婚、出産。その

後ライターやウェブデザイナーとして活動しながら、2014 年

6 月に同社を設立。 JR 奈良駅近くでキッズスペース付コワ

ーキングスペースを運営。女性ネットワークを作り、現在

300人超の会員を擁す。2016年関西女性起業家応援プロ

ジェクト「LED 関西」ファイナリスト。 

ＥＣサイト構築講座（表面より続き） 

対象者（参加条件）：女性の方で以下の全てを満たす方 

 4 回の講座に全て出席できる方 

 1 年以内に ECサイトを開設して起業を目指す方、または起業済みの方で ECサイト開設により販売チャネルを増やし

たい方 

 ネットショップ作成サービス「カラーミーショップ」を利用することに同意いただける方（ユーザ登録などは各自

で実施。手順については講座内で説明） 
 

 
講師 渡辺淳(わたなべじゅん)氏 
株式会社ブルーオーキッドコンサルティング代表取締役。 

中小企業診断士、IT コーディネータ、情報処理技術者（シ

ステムアナリスト） 

中小企業を対象に、クラウドコンピューティングを活用した経

営革新のコンサルティングを行うとともに、講演活動、研修

講師、創業支援等にも取り組む。 

平成 28 年度「中小企業のネットショップの基本講座」（奈良

県地域産業振興センター主催）講師。 

講師 豊田うらら(とよだうらら)氏 
【①・②担当】 

手描き POP広告講師・チョークアート講師 

地元スーパーマーケットの POP 室に 10 年間勤務。奈良・

京都にてチラシ・メニュー・ POP・看板など手描きを中心に

した講習を行う。顧客の活動をヴィジュアル面でグッと魅力

的にアピールする。POP 広告クリエーター技能審査（厚労省

認定）１級、日本チョークアート協会（JCA）サインライター 

講師 野村陽子(のむらようこ)氏 
株式会社ブルーオーキッドコンサルティング取締役。 

中小企業診断士、情報処理技術者（登録情報セキュリティ

スペシャリスト、テクニカルエンジニア（システム管理）） 

奈良県内外の個人事業主・中小企業のお客様に対し、クラ

ウドコンピューティング活用・情報セキュリティ対策をはじめと

する IT 導入コンサルティングに携わるほか、従業員様向け

研修・トレーニングも実施。 

Leapなら 検索 

【③は「マーケティングセミナー」の三根早苗氏が参加】 

※内訳は変更となる場合があります 

http://www.pref.nara.jp/44661.htm

