June, 2018

WBS 学内起業セミナー/WBS On-Campus Entrepreneurship Seminar
WBS キャリアマネジメントセンターでは、東京開業ワンストップセンターのご協力を得て、起業に関心のある早稲田生を対象と
した起業準備セミナーを開催します。
「起業のリアル」「IOT/AI 起業」「外国人のための起業ハウツー」といった切り口にて、それぞれのテーマに通じた専門家をお招き
し、日本語、英語、中国語にてご講演いただきます。
さらには、各回 6 名限定にて個別相談会の場も用意しています。
「起業に興味はあるけれど、実際にどのようなことが必要なのか」「準備資金をどう解決しよう」「日本で起業するのは難しいのか」
等々、さまざまな関心・疑問について、豊富な経験をお持ちの先生方にこの機会に是非ご相談ください。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
With the kind support of the Tokyo One-Stop Business Establishment Center, WBS CMC will
hold a series of Entrepreneurship Seminars for students who are interested in starting their own
business in Japan.
In these sessions, start-up business experts will talk on a number of topics - "the Reality of
Entrepreneurship", "IOT/AI Entrepreneurship" and "How to Start a Business in Japan". The
sessions will be delivered in English, Mandarin and Japanese.
Furthermore, each session will include individual consultations to the first 6 students who
registered in advance.
The event will be a good chance for students who have questions about how to prepare for
launching a business in Japan, funding requirements & other topics.
Participants will also learn about the current trends and obtain detailed information & ideas to
actually start a business.
We hope many of you will take advantage of this valuable opportunity.

◆全セミナー要事前申込/ Each semiar requires prior registration：
事前申込がない場合には参加をお断りする場合があります。/ Walk-ins may be denied entry.

問い合わせ/ For Inquiries：
WBS キャリアマネジメントセンター (wbs-cmc@list.waseda.jp)
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6/9（土） 年間２００件の創業事例からみる、「起業のリアル」 (言語：日本語)
飲食、小売・卸売、不動産、福祉・介護、アパレル、サービス業…
中小企業診断士戸崎洋平氏への企業相談件数は、ありとあらゆる業種で年間 200 件にのぼります。
Instagram のフォロワー増加の末起業に至ったケ-ス、飲食店舗開業時のマーケティング戦略等、数々の起業相談
事例の中から、起業のリアルを直伝します。

◆セミナー: 12:15-12:55@11 号館 902 教室 ◆個別相談会:13:10-15:00@11 号館 906 教室
◆詳細: https://waseda.box.com/s/7vwd8bkembiov10ojrqjruus3y00ein3
◆申込：https://goo.gl/forms/gguyefgVPR9VJqrc2

Monday, June 11 How to Start a Business in Japan （Language : English）
Having 18 years of working experience in Europe, Mr. Kawai specializes in finding
the difference of working culture between Europe and Japan as well as finance.
With his experience of working in a mega auto-parts manufacturers as a
manager, he planned to become a “general doctor” for small and medium
enterprises. His expertise in inbound/outbound business also leads the interest in
change of EPA/duty regulation between EU and Japan.

◆Seminar： 12:15-12:55 @11 号館 Room 903
◆Private Consultation： 13:10-15:00@11 号館 Room1322
◆Details: https://waseda.box.com/s/kj4eo8ofnszsgnbmnjn6nvo0s1iq1h8q
◆Registration：https://goo.gl/forms/o9viNb3tKk8YeK492

Saturday, June 16 How to Start a Business in Japan (Language: Mandarin)

◆Seminar： 12:15-12:55@11 号館 Room902
◆Private Consultation： 13:10-15:00@11 号館 Room 906
◆Details:https://waseda.box.com/s/qrbwiwutqh1jiwp80gmu87avpg7s4wmn
◆Registration: https://goo.gl/forms/l9weclfwaHTA2dQ53

6/23（土）IoT/AI でスモール Start～学生だからできる起業の醍醐味とチャンス（言語：日本語）
最先端の AI や IoT の動向を追いかけ、アクセラレータープログラムに参加し、自身でウェアラブル・デバイスを開発す
る中小企業診断士 仲村 健太氏。
アイデアひとつ・短時間でつくる新しいビジネス、ビジコン・学生向けイベント・支援制度のチャンスが揃う「学生」だからこ
そ始められた起業事例を紹介しながら、起業リソース不足をカバーしてスモールスタートを切る方法をお伝えします。

◆セミナー：12:15-12:55＠11 号館 902 教室◆個別相談会：11 号館 13:10-15:00＠909 教室
◆詳細：https://waseda.box.com/s/gz6695m5ktzoaaal4tzct56f5eericp9
◆申込：https://goo.gl/forms/At9sPmSpNAjF50M73
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