
新型コロナウィルス感染症対策のため、
延期または休講・臨時休館など、対応状況
が変更になる場合がございます。最新
情報についてはHPやSNSなども併せて
ご確認ください。

https://www.facebook.com/hajimarinooffice/

はじまりのオフィス
Facebook

https://twitter.com/workpia_iwata

twitter

https://www.facebook.com/workpiaiwata/

ワークピア磐田
Facebook

ワークピア磐田

イベント・セミナーの
ご案内

イベント・セミナーの
ご案内

ワークピア磐田

イベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーのイベント・セミナーの
はじまりのオフィス

会　場
参加料
定　員

はじまりのオフィス
¥1,000
1回につき先着6名まで。1回ごとの申込になります。

毎月第3火曜日 10：00～12：00

はじまりセミナーフォローアップ  戦略をねるコツ

ITホームルーム＠はじまりのオフィス

●会員登録料
●オフィススペース利用料 ※フリータイムです
●非会員との打ち合わせ

（初回のみ）　　
（終日）
（追加料）

¥500
¥300
¥300

●非会員ドロップイン利用料
※２時間以上ご利用の場合

（２時間） ¥500
¥900

× 打合せ人数（3名まで）

基本利用料金

最初に会員登録が必要です！
※フリーwi-fi　ドリンク無料　コンセント使用可　
※はじまり文庫の蔵書を2週間2冊まで貸出ます。 イベント利用 ※予約制（3ヶ月前から申込可）

※現在、通常の定員の半数の人数に来場制限しています。
　安全に開催するためについてはご相談ください。

利用者はこんな人
★what？ コワーキングスペース★
個人事業者や起業家、在宅勤務が許可されている会社員など
場所の縛りがない環境で働いている異なる職業や仕事を持った人たち。

はじまりのオフィスの会員向け支援としてイベントの計画を受付けています。
イベント計画書を提出していただいた上でご相談に乗ります。
「はじまりのさいとうさん」までご連絡ください。
詳細はHPでご確認ください

https://hajimarino-office.jimdofree.com/event/

ワークピア磐田
無料創業相談無料創業相談
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「あなたの夢の実現」創業 ・ 起業応援
STEP:1

まず聞い
てみよう

STEP:2
考え方を学ぼう

STEP:3

一緒に考えよう

●中小企業診断士 担当 ： 荒井 豊さん ★月曜 10：00～ ／ 11：30～
13：00～ ／ 15：00～

●税理士　　　　　
●キャリアコンサルタント
●フードコンサルタント

担当 ： 東海税理士会
担当 ： 富田 妙子さん
担当 ： 小杉 惠さん

★水曜
★第1・第3火曜
★第2・第4土曜

13：00～ ／ 14：30～
18：00～ ／ 19：30～
9：00～ ／ 10：30～

※この相談窓口業務は、磐田市の創業支援事業計画に定められた【特定創業支援事業】です。 
※1回あたり1時間程度のご相談になります。 

※インターネットで事前予約の上お越しください。

https://airrsv.net/workpia-hajimari/calendar

はじまりの輪
サポーター

はじまり窓口 予約サイト

中小企業診断士
荒井 豊さん

キャリアコンサルタント
富田 妙子さん

フードコンサルタント
小杉 惠さん

コワーキングマネージャー
はじまりのさいとうさん

無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談無料創業相談
はじまり窓口 何かやってみたいけどまずはどうしたらいい？事業計画書ってどう

やって作るの？資金調達ってどうすればいいの？どうしたらお客さんが
来てくれるの？メニューや食材調達についてはどうすればいい？あな
たの素朴な疑問に専門家と無料で1時間の相談できます！

これから事業を準備する方向け　ロジカルシンキングであなたのビジョンを明確に
して開業するまでにすべき戦略をねるコツをワークショップ形式で学んでいきます。

はじまりのさいとうさんと、ダンディ和田さん（ITコーディネーター）との
ワンコインIT勉強会です。SNSのことfacebookのことHPの活用や
インターネットのこと、いろいろな“わからないなぁ～”ということを
お持ち込みください。ITの活用の仕方について 少しずつみなさんと
情報共有して学んでいきたいなぁ～という、交流会形式の勉強会です。

会　場
回　数
受講料
定　員

はじまりのオフィス、または第1会議室
全8回
¥14,500（はじまりのオフィスの会員登録料含む）
10名

会　場
回　数
受講料

はじまりのオフィス
全8回
¥500

9/12土～11/7土の指定の土曜日
10：00～13：00

会　場
受講料
定　員
対　象

はじまりのオフィス
全4回　¥6,000（会員登録しない場合は¥8,000）
先着順　4名～6名
はじまりのオフィス会員

11月、12月の第2・第4木曜日 10：00～12：00

11/12  11/26  12/10  12/24

10/20   12/15   2/16

日程❶

日程❷1/14  1/28  2/11  2/25

❶開業するまでの戦略をねるコツ 全4回

事業を継続させていくことを目指す方向け　もやもやを解決するためのロジカル
シンキングを活用した戦略の考え方をワークショップ形式で学んでいきます。

1月、2月の第2・第4木曜日 10：00～12：00
❷開業した後の戦略をねるコツ 全4回

はじまりセミナー  磐田市女性起業家育成講座

はじまりキッチンラボ
企画の実現まで伴走します

ためしっぺいプランを利用してみたい方、試してみたいことお申し出ください。はじまり
のさいとうさんとスタッフと一緒にワークショップを実現しましょう。詳細については、
はじまりのさいとうさんまでご連絡ください。

オフィス会員の応援企画です

【はじまりキッチンラボの流れ】

試してみたいこと
を申し込む

①
ワークショッププラン

を練る

②
告知の仕方を
考える

③

ワークショップを
開催する

④
振り返って

次のステップへ進む

⑤

小さなBOXでお店チャレンジ はじまりBOX

★手描きPOPの描き方講座★
ファシリテーター クリエイティブスタジオ赤飯 本田秋江さん

11/17   1/19   3/16

★チラシ＆web販促の研究会★
ファシリテーター uooworks 中津川万裕子さん

※委託販売に関しては販売料の10％を手数料とさせていただきます。
※1回の利用にあたり3ヶ月の延長ができます。

※新規出店数は前期の出店の継続希望数によって決定します。先着順で調整させていただきます。

●詳細に関してはHPからのメール、または
　電話でお問い合わせください。

【新規出店申込受付について】

https://hajimarino-office.jimdofree.com/box/

縦36㎝×横36cm×奥行38cmの小さな空間で初めてのお店体験。はじまりの
オフィス会員がチャレンジできる、磐田で一番ちいさなハンドメイドの販売スペース。
値段を決めて、納品して、ディスプレイして、SNSでPRして、工夫しながら学ぶ3ヶ月です。

●3ヶ月利用料 ¥3,000 
はじまりBOX基本利用料金

2020年度3期（10月～12月出店）
2020年度4期（2021年1月～3月出店）

～ 8月25日まで
～11月25日まで

受付期間

起業支援カフェ　チラシとPOP研究会
10月から、偶数月はPOPの描き方講座、奇数月は
チラシとweb販促の勉強会。
広告デザイナーとワークショップ形式で学んで
いきます。

会　場
参加料
定　員

はじまりのオフィス
¥500
6名

はじまり文庫企画 はじまり読書会
好きなことを語るのは、プレゼンテーションのはじめの一歩。
少人数の本をツールにした情報交換会です。なぜ、この本
なのか？手に取ったきっかけやその後感じたこと。おススメ本
を貸し借りして、発想の視点が変わるかもしれません。

はじまりのオフィス
お問い合わせ先

hajimari@cy.tnc.ne.jpメールアドレス

0538-30-6255専用電話番号

●広い作業台
●家庭用にない火力パワー
●大きな業務用冷凍冷蔵庫

はじまりキッチン
チャレンジャー募集中

基本利用料金

※保健所への営業申請にかかる諸経費・衛生管理者の資格取得・営業時の保険料は別途必要です。
※詳細はお問い合わせください。

●会員登録料（初回のみ）
●営業利用料

¥500※オフィスの会員登録がお済の方は不要です

※❷❸❹❺は、はじまりのオフィスがあなたのチャレンジに伴走します。

基本料金1ヶ月
諸経費1ヶ月

¥30,000（税込）
¥20,000（税込）

※専門家指導料・広告料金含む　
※水道・光熱費・厨房機器等使用料含む

基本利用料金

※ご利用は１日１組（１組4名様まで）　※ご利用の際は、事前の打ち合わせが必要になります。　　　　　　
※2020年8月現在、感染症リスク回避のため利用できる人数を制限しています。
※詳細はお問い合わせください。

●会員登録料（初回のみ）
●1日設備利用料

¥500
¥1,800

※オフィスの会員登録がお済の方は不要です

※基本料＋諸経費（水道・光熱費・厨房機器等使用料を含む）

お店屋さんをプレ体験お店屋さんをプレ体験お店屋さんをプレ体験お店屋さんをプレ体験お店屋さんをプレ体験お店屋さんをプレ体験

はじまりキッチン

3ヶ月限定の飲食関連のチャレンジショップで営業をプレ体験するチャレンジャーを
随時募集しています。あなたの企画を実際に形にしてみることで、次のステップ
（資金調達など）に進むための起業支援です。はじまり窓口の専門家と企画をブラッシュ
アップしてチャレンジを実現しましょう。

1日だけ体験として
試してみたい・・・
という方お問い合わせください！

業務用キッチンで実験してみよう！

プレ体験❶
ためしっぺい★プラン
【1日だけ】の利用者募集中

プレ体験❷

3ヶ月間

❶企画を提出
❷企画をブラッシュアップ
❸保健所に営業申請
❹磐田市の協力でオープン広報
❺オペレーションの練習・試食会などでリサーチ
❻実際の営業
❼営業終了の届出提出

※初めて参加されたい方は事前にご連絡ください。

※オフィスの会員・非会員は問いませんが、はじまり文庫蔵書貸出
　ご利用の際は会員登録が必要です。

ファシリテーター
ダンディ和田さん（ITコーディネーター）、 
はじまりのさいとうさん

セミナーやワークショップで、実践的な起業についての考え方を学ぶ企画をしています。

交流することで、みつかるものがあります。一人で悩んでないで繋がってみよう。

毎月第4水曜日 10：00～12：00

毎月第3水曜日 10：00～12：00

女性のための起業についてのはじめの
一歩。今年度のみ9月からに延期して
います。はじまり窓口の専門家がみなさん
の学びを深めるお手伝いをします。

お申込みは9/1から　HPイベントページからメールで
お申込みください。
はじまりのオフィス会員登録料は500円です。

お申込みは9/1から HPのEVENTページからメールで
お申込みください。

8月から開催
お申込み詳細はHPの
EVENTページをご確認ください。

※お申込み詳細はHPのはじまりセミナーのページを
　ご確認ください。

※はじまりのオフィスの会員・非会員を問わずご参加ください。状況に応じてzoomを使用するなど、オンライン開催になる場合があります。

https://hajimarino-office.jimdofree.com/

はじまりのオフィス
公式HP




