
会社に対して雇用の不安を感じたり、意にそぐわぬ配置転換やリストラに遭遇して、

「独立」という選択肢を考えるミドルは数多くいます。

しかし、調査※によると、87％もの会社員が“脱サラ独立”の準備に不安が。

「独立準備をサポートしてほしい」、そんな「アントレ」「アントレnet」

ご利用者の声にお応えして、いよいよ、

アントレ応援プログラム「開業準備室」がスタートします。

初めての独立開業を、スムーズに、賢く。

まずは、説明会にご参加ください！

※弊社調べ　n=35歳～54歳会社員2000人

ア ン ト レ 応 援 プ ロ グ ラ ム

独立して
何ができるか
わからない

独立準備は
何をすればいいか
わからない

仕事しながら
独立準備は無理
だよな…

内容および講師やコーチは予定であり、
事情により一部変更になる場合がございます。

徹
底
支
援
し
ま
す
！

”
脱
サ
ラ
独
立
“
を

そ
ん
な
ミ
ド
ル
の



【“脱サラ独立”へ向けて準備活動する際の不安や困ることは？】
0

特にない

準備活動全体の手順・進め方

自己分析（人生設計・将来設計）のしかた

ビジネスプランの情報収集方法

実務の観点で、実際に自分にできるか

商談への臨み方

融資や助成金について

会社設立・税金・法律について

家族の説得

情報収集のしかた全般

その他

10 20 30 40 50（％）

13.1％

40.5％

30.9％

33.8％

31.9％

16.7％

34.3％

37.1％

14.5％

17.8％

1.7％

事業計画づくりや店舗立地選定、資

金調達、契約・法律といった各分野

のプロがその方法をアドバイス。ま

た、初めての開業準備に戸惑うこと

もあるはず。そこで、コーチがあな

たに付き添い、話をうかがいます。

時にあなたが不調となった時は、励

まし元気づけます。

「開業準備室」は、あなたのスムー

ズで賢い独立を支援します！

　アントレ応援プログラム「開業準

備室」は、ミドルの初めての独立を、

はじめの一歩から事業計画の作成ま

で、各分野の専門家と専任のコーチ

によるチームで支援するという画期

的なサービスです。

　開業準備では、やらなければなら

ないことがたくさん。これらを段取

り良く進めるには、必要事項の情報

収集・研究が不可欠です。そこで、

「開業準備室」とは
1  「アントレ」「アントレnet」ユーザーの声から生まれた新サービスです
2 各分野のプロフェッショナルが、一人ひとりに合った独立準備を支援します
3 独立に向けた具体的なアクションを、プロとコーチが一緒になってサポートします

事業計画の完成！

独立開業に必要となる活動テーマに沿って、タイムリーに知識の取得、段取りの設計、モチベーションの維持向上に対する支援プログラムを積極的にご提供
します。参加者の自主的な活動を基本とするものの、「参加者から聞かれたら答える」「参加者が組んだ計画にアドバイスする」といった受動的な支援だけでは
なく、講師やコーチから積極的に参加者に接触し、開業準備の問題点をつかんで先回りして支援する能動的なサービスを行います。

■アクション
ステップ　

■セルフワーク
●ホームワーク         　     ●フィールドワーク

■チームサポート
●レクチャー／個別相談         　●コーチ

●独立への動機を整理す
るとともに、最適な開業
のための自己分析を行う

●関係者との対話を行う

●情報収集、比較検討・
研究を行い、実行可能性
や収益性、やりがいを吟
味しつつ業態を絞り込む
●未来図を詳細に描く

●さまざまな説明会に参
加し、先輩や知見者への
インタビューを通じて生
の情報を収集したり、体
感してみる

●必要な情報を収集、比
較検討・研究を行い、案
件を絞り込む
●タイムスケジュールを
完成させる

●事業所物件の下見、取
引先の調査、一次的商談
や契約の内容を実査・交
渉する

キャリア相談

「私の原点」／「活動計画表」の作成

業態相談

・ホームプログラム　
・グループディスカッション

接客基礎

商圏分析

立地診断

・ホームプログラム　
・グループディスカッション

資金相談

契約相談

レ
ビ
ュ
ー
ア
シ
ス
ト

未
来
を
描
く

ビ
ジ
ネ
ス
を
選
択
す
る

準
備
の
道
程
を
設
計
す
る

プログラム提供型の活動支援～2.5ヶ月で事業計画完成を目指します～



対象となる方 ※今回はテスト実施につき、モニターを兼ねての限定数を募集いたします。 

●首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）在住
●30歳～59歳の会社員・公務員・団体職員などの雇用されている方 

●2011年（1月～12月）を目安に開業を検討している方 

料金

10万円（税込み） ※事前に一括お振込みでお願いいたします。 
※プログラム終了時にご満足頂けなかった場合には返金させて頂きます（ただし、一定の条件がございます）

株式会社リクルート　本社会議室 
東京都千代田区丸の内1-9-2　グラントウキョウサウスタワー ※上記地図を参照ください。

会場

実施期間

※事前説明会に必ずご参加ください。
2010年10月2日（土）～12月18日（土） ※お申込み〆切は９月２7日（月）書類必着でお願いします。

【事前説明会＆準備講座】
説明会では、「賢い開業準備☆5講座」や、パネルディスカッションも行います。“脱サラ独立”の準備期間では、どんな落とし穴やトラブルが待ち構え
ているのかを先輩が赤裸々に語る実例をもとに、どうすればよりスムーズに独立できるのかを考えます。お気軽にご参加ください。

無料

●参加申し込み：事前予約制です。下記をクリック⬇
　http://entre.yahoo.co.jp/0000772/semina-shousai.html
　もしくは「アントレnet」の当該企画ページ内にある「説明会日
　程を見る」ボタンよりお手続きください。
※上記日程に都合が合わない方を対象に、９月１８日（土）15：00～16：30、９月２２日（水）
19：30～21：00にて事前説明会（サービス内容のみ。準備講座などはございません）をご用
意しています。アントレnetよりお申し込みください。

●日時：2010年9月25日（土）13：00～18：00（開場12：30）
　※予定時間は変わる場合があります

●内容： 1.サービス内容の説明
 
 2.後からでは損？する　賢い開業準備☆5講座

  
  1）「脱サラ開業の心構えと一生続けられる
   仕事の見つけ方・選び方」
   現代職業研究所　所長　本多信一氏
  
  2）「独立開業時代　生き残りのキーワードは繁盛立地」
   有限会社ソルブ　代表　林原安徳氏
 
  3）「創業のためのネットコミュニケーション戦略」
   ヤフー株式会社　小澤富士男氏
 
  4）「脱サラ独立の準備ではまった落とし穴と
   コーチングへの期待」
   株式会社コーチングバンク　代表取締役　原口佳典氏
   ほかパネラー2名
 
  5）「上手な融資相談の始め方」
   日本政策金融公庫　創業支援部　浅沼靖司氏
 
 3.融資に関するよろず相談会

●会場：株式会社リクルート　アカデミーホール
　東京都千代田区丸の内1-9-2　グラントウキョウサウスタワー41階



13：00～14：00

動機の整理とキャリアの描き方
現代職業研究所　所長　本多信一　氏

レクチャー

13：00～14：00

儲けの実感をいかに得るか～
適切な売上計画の立て方・読み方
（飲食業編）
株式会社ワイズクルー・
コーポレーション
代表取締役　
山川　博史　氏 

レクチャー

配布
テキスト

配布
テキスト

活動プログラム　スケジュール

2010/10/2(土） 2010/10/9(土） 2010/10/16(土）

ガイダンス

ガイダンス

休憩

2010/11/6(土）

14：20～16：20

グループに分かれて自己紹介を行い、「私の

原点」を発表し、その内容についてグループデ

ィスカッションを行います。

また、自宅でのセルフワーク（フィールドワーク

含む）の説明をします。

グループディスカッション

13：00～15：0013：00～15：00

グループに分かれて、各自のセルフワークの結

果の検討や、ビジネス選択方針についてディ

スカッションを行います。　

グループディスカッション

17：00～18：30

懇親会

14：00～15：00

儲けの実感をいかに得るか～
適切な売上計画の立て方・読み方
（小売・サービス業編）
エム.サポーティング／中小企業診断士

山下　哲博　氏

※テキストはオリジナル制作

レクチャー

※内容は変更になる場合があります。

パーソナルコーチング

１人30分目安です

15：20～18：00

キャリアデザインや飲食／小売・サービス業界

のこと、商圏分析、資金調達・税務、契約・法

律に関する個別相談を行います。

個別相談会

パーソナルコーチング

１人30分目安です



14：00～15：00

基礎から学ぶ接客サービス
入門編
SHS株式会社　

代表取締役社長

荒井　良彦　氏

レクチャー

13：00～14：00

資金調達法と今から準備する
節税対策
ＴＡＣ株式会社／

税理士

岸　健一　氏

レクチャー

配布
テキスト

配布
テキスト

配布
テキスト

13：00～16：10

 ◆13：00～13：20

 事業計画書提出

 完了アンケート

 ◆13：20～16：00

 最後のプログラムとして、

 参加者全員から感想の発表や

 グループ代表者による

 成果発表などを行います。

2010/11/23(火） 2010/12/4(土） 2010/12/11(土） 2010/12/18(土）

休憩

13：00～15：00

１人30分目安です

パーソナルコーチング

15：10～17：10

グループに分かれ、各自が事業計画のあらまし

を発表し、それに対するアドバイスなどを行いま

す。

また、開業準備活動の進捗状況のチェックも

行います。

グループディスカッション

休憩

15：10～17：10

飲食／小売・サービス業界のことや、商圏分

析、立地診断、接客技術、資金調達・税務、

契約・法律に関する個別相談を行います。

個別相談会

13：00～14：00

実践！  繁盛立地の探し方
有限会社ソルブ

代表

林原　安徳　氏

レクチャー

14：00～15：00

損しない契約交渉と注意点
フランテック法律事務所

代表　金井　高志　氏

※テキストはオリジナル制作

レクチャー



専門相談および講師

■立地診断

有限会社ソルブ
代表

林原安徳氏

東京大学卒。日本マクドナルド
出店調査部を退職後、売上予測
コンサルティング㈲ソルブを設
立。同代表

個人でも企業に負けない立地を
見つけることができます。間違
いのない物件選びで繁盛店を目
指しましょう。

ショップビジネスの最大のリス
クは、出店開業する「立地」で
す。一度お店を出したら、簡単
にその立地を変えることはでき
ないからです。立地を誤ると、
並みの営業努力では取り返しの
つかないこともしばしばありま
す。私からは、これまでの多数
の調査実績に基づき、科学的な
視点で繁盛する立地とは一体ど
ういう立地なのかを明らかにす
る「失敗しない立地選定の鉄則」
や、自分でできる「正しい実地
調査の手順」などを伝授いたし
ます。

略歴

参加者へのメッセージ

支援内容

■業界相談（小売・サービス業）

エム．サポーティング
代表

山下哲博氏

中小企業診断士、一般旅行業務
取扱主任者。JR東日本で旅行
の添乗・企画、ＩＴベンチャー、
車買取のFC本部を経て独立

脱サラ、独立に不安を感じる一
方で、自由を手に入れることが
できるとワクワクしませんか？皆
さんの自己実現を応援します！

小売／サービス業の分野で独立
開業してみると、想定していな
かった事態が発生することでし
ょう。商売にリスクは付き物で
すが、事前にリスクを想定でき
れば対処の仕方はより良くなり
ます。業態の選び方からモデル
収益の見方まで、経営者の視点
で複数のフランチャイズ本部を
ケースに解説します。また、開
業後に多くの人が陥る危ないポ
イントについても具体的な事例
をもとに紹介し、「負けない独
立・開業」のノウハウをお伝え
します。

支援内容

参加者へのメッセージ

略歴

■業界相談（飲食業）

株式会社ワイズクルー・コーポレーション
代表取締役プロデューサー

山川博史氏

23歳で飲食業界に入り27歳で
独立。独自に飲食オペレーショ
ンシステムを蓄積。現在は新規
出店や業態開発などのプロデュ
ースに従事

実際の飲食店経営で必要になる
「問題解決のための手法」につい
て、私自身の経験談を交えながら
わかりやすくお話しします。

飲食店経営に限らず、どんなビ
ジネスでも達成すべき目的が明
確で、「問題解決のための手法」
を身につけておくと、あらゆる
シーンで応用することができま
す。必要とする人に協力しても
らい、互いの立場や利益を尊重
しながら、Win＆Winの関係で新
たな価値観を一緒に創出してい
く。そうすることで、互いの信
頼関係を深めることができ、目
的達成や課題解決に前向きに取
り組んでくための力と環境を備
えることができるのだと思います。

支援内容

参加者へのメッセージ

略歴

■商圏分析

株式会社ゼンリン
ＧＩＳ事業本部

油谷治美氏

地図製作会社である㈱ゼンリン
と、30年間で1000企業以上へ
の提案実績を持つ商圏分析とコ
ンサルタントのプロである㈱Ｊ
ＰＳがタッグを組み、皆さまを
サポートします。

起業したい場所が起業内容に適
しているかどうか、地図と統計
データを基に商圏分析を行いま
す。条件を伺いながらその場で
分析を行いますので、いろいろ
な条件を分析のプロに相談いた
だけるだけでなく、分析結果（レ
ポート）をメールで受け取れま
す。

支援内容

当日は、起業したい場所がどの
ような特性を持っているかな
ど、さまざまな条件で分析を即座
に行えるよう、最高のスタッフ
が皆様をお待ちしております！

参加者へのメッセージ

略歴

■ネット販促

ヤフー株式会社
事業戦略統括本部 ＰＳ本部

小澤富士男氏

専門的な知識は不要です。まず
は効果のあがる使い方を適切に
理解していただき、検討活動や
事業運営に活かしてください。

開業にあたって、集客対策はと
ても重要な課題です。業態を問
わず、ネット販促の取り組みは
結果に大きく影響します。独立
開業を検討される際に、あらかじ
め知っておいていただきたいネ
ット活用法をわかり易くお伝え
します。また、話題の「Twitter」
に関しても、始め方から販売促
進への利用方法にいたるまで、
要点を絞って解説します。

支援内容

参加者へのメッセージ

システム開発、中小企業向けのコ
ンサルティングを経て、その後、ヤ
フー株式会社に入社。ネットショッ
プ関連のシステム開発に従事する
とともに、各地の商工会議所にて
ネットビジネス計画立案セミナーを
開催し、ネットビジネスの支援を実
施している。

略歴

■契約・法律

フランテック法律事務所
代表

金井高志氏

1985年、慶應義塾大学法学部
卒。87年、同大学院法学研究
科修士課程修了。89年、弁護
士登録。02年、㈳日本フラン
チャイズチェーン協会講師

漠然とした悩みでも人に話すことに
より解決策の糸口が見つかること
もあり、また多くのことが法律に関
係します。まずはご相談ください。

約15年間、フランチャイズ分
野（フランチャイズ契約等）、
流通分野（代理店・販売店契約
等）、インターネット関係分野
（ライセンス契約等）などの契
約書作成および事業展開の助言
などを主な業務としています。
独立開業の準備にあたり、事業
者として、どのような契約書を
締結することになるのか、また、
フランチャイズ加盟の際の注意
事項などを含めて、契約書のど
のようなところに注意すればよ
いのかをアドバイスいたします。

支援内容

参加者へのメッセージ

略歴

ＴＡＣ株式会社 プロフェッション
ネットワークコーディネーター

岸　健一氏

税理士、株式会社龍土町コンサ
ルティング代表取締役、合同会
社ゆめのインベストメント代表
社員、ほか社外取締役、社外監
査役多数

税金関係：税理士です。税金対
策、会社設立の仕方、社会保険
関連などお聞きください。経営
全般：コンサルティング業、不
動産業、投資業を営む3社を経
営しています。ビジネスのスタ
ートアップの仕方や事業計画の
作り方などご相談ください。ま
た、現役の大学院生（ビジネス
スクール）です。論理的なご相
談もお任せください。

支援内容

手順を踏んで、市場機会をきち
んと考えれば初めての起業も怖
くありません！　なんでもお気
軽にご相談ください！

参加者へのメッセージ

略歴

■資金調達＆節税 ■コーチング

株式会社コーチングバンク
代表取締役

原口佳典氏

㈶生涯開発財団認定コーチ、日
本経営品質賞審査員

正直、これほど実力のあるコー
チがそろう機会は、多くありま
せん。このチャンスを逃さない
でください。

あなたの開業準備室スタッフと
して、コーチングバンクからと
っておきのコーチ陣をそろえま
した。決めるのも、行動するの
も、あくまであなたです。けれ
ども、私たちコーチはあなたが
自分の夢を実現できると心から
信じています。

支援内容

参加者へのメッセージ

略歴

■心構え・キャリア相談

現代職業研究所
所長

本多信一氏

中小企業診断士。時事通信社を
経て現代職業研究所創設。38
年間で1万5000人（うち独立
開業相談5000人）の相談に応
じる

自分の個性、参考になる事例、
独立を考えたきっかけなど、質
問や今の気持ち、何でも結構で
す。まずは皆で語り合いましょう。

独立開業にしろ、会社勤めにし
ろ、あらゆる仕事には適性があ
ると思います。それは個人の個
性や特徴と結びつくことで、大
きく人を成長させます。しかし、
合わぬ道に進むと停滞を招きま
す。また、個性は自分で気づく
ものとそうでないものとがあり
ます。これまで思いもよらなか
った仕事への道が見つかるかも
しれません。そういった個性や
仕事の発見をお手伝いしていこ
うと思います。

支援内容

参加者へのメッセージ

略歴

■接客技術

ＳＨＳ株式会社
代表取締役社長

荒井良彦氏

サッポロビール㈱に入社後、お
客様繁盛支援部隊を経て、社内
ベンチャー制度にて人財育成支
援会社を設立

売っている商品の魅力はもちろ
ん、「あなたの笑顔が見たくて」
と来店されるお客様を一緒に増
やしましょう！

“繁盛店は人で決まる！”をキ
ーワードに、接客から生じる繁
盛の分かれ道を中心に、実際に
接客を行うスタッフ育成のシカ
ケとシクミを伝授します。接客
は繁盛するための秘訣のひとつ
です。その大事な最前線を入店
間もない、何らトレーニングも
されていないパート・アルバイ
トに任せる店が多いのもまた事
実です。この方たちを戦力化し、
個人に帰属してしまう経験値や
ノウハウをチームのものへと落
とし込む具体策をお伝えしま
す。

支援内容

参加者へのメッセージ

略歴



C T I 応用コース修了、
GCDF-Japanキャリアカウ
ンセラー

開業、その後の事業継続
においても、この期間に
具体的な計画やイメージ
ができるほど、スムーズ
かつパワフルな行動につ
ながります。今まで経験
のないことを行うために
発生するさまざまな課題
を克服し、輝かしい未来
の自分を獲得するために
我々を積極的に活用して
ください。私も持てるも
のを総動員して支援させ
ていだきます。

クライアント数／のべ62名
分野／転職・キャリアプラン

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

岩崎忍氏

銀座コーチングスクール認
定コーチ

岩瀬玲氏

全力でサポートさせていただ
きます!!　より楽しく、より
確実に、より早く目標達成
しましょう。コーチを最大限
に有効活用してその効果を
ぜひ実感してみてください。
きっといろいろな発見もあり
充実した時間が送れると確
信しております。一緒に頑
張っていけるのを楽しみに
しております。よろしくお願
いいたします。

クライアント数／のべ30名
分野／モチベーションアッ
プ・維持、コミュニケーショ
ンスキルアップ、目標の再
設定

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか
国際コーチ連盟マスター認
定コーチ、生涯学習開発
財団認定マスターコーチ

安海将広氏

ゴールは人生の様々な分
野に設定し、バランスを
とることが重要です。そ
してゴールは「楽々」と
達成するものです。

クライアント数／のべ100
人以上　分野／リーダーシ
ップ開発、組織活性化、
経営理念浸透、起業独立
支援

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか
㈶生涯学習開発財団認定
コーチ、日本アクションラー
ニング協会認定ALコーチ

高田寛美氏

ともに未来に進む同志と
して、新規ビジネス開拓
のアシストができればと
考えております。不安や
悩み、また喜びを共有し
ながら、一歩ずつ確実に
進んでいきましょう！

クライアント数／のべ35名
分野／メンタルコーチング

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

㈶生涯学習開発財団認定
プロフェッショナルコーチ、
日本フードアナリスト協会
認定講師

起業・独立がゴールではあ
りません。起業してからが
スタートです。独立して将
来どうなりたいか？という本
当のゴールに向けて大事な
のは起業・独立する前から
ゴールへの道筋をはっきり
具体的に描くことです。描
ければあとは、気合いとガ
ッツで行動しましょう。その
サポートが私たちコーチの
役割です。

クライアント数／のべ31名
ほか多数　分野／飲食店、
エグゼクティブ・コーチほか

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

山田光一氏

GCDF-JAPANキャリアカ
ウンセラー、㈳日本産業カ
ウンセラー協会認定産業カ
ウンセラー

星山裕子氏

起業する時に「すべてを捨
ててゼロから出発だ」と意
気込む方がいますが、そん
なことはありません。これま
での人生で多くのことを学
んできたからこそ、独立起
業という選択肢があるので
す。一人ひとりの付加価
値をより高め、さらに存分
に価値発揮できる人生へ
のシフトをサポートします。

クライアント数／法人・個
人で約500件　分野／新
規事業開発、主婦の起業、
大学生の内定獲得

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか
㈶生涯学習開発財団認定
コーチ

独立起業を決心されて不
安なこともあるかと思いま
す。これから経験したこと
のない困難もあるかも知れ
ませんが、反対に経験した
ことのない感動や喜びもあ
ることでしょう。独立した先
にどんな素晴らしいことがあ
るのか考えてみてください。
それが夢を実現する大きな
原動力になるはずです。一
緒に夢に向かって走り出し
ましょう！

クライアント数／16名　分
野／マネジメント、業績改
善、人間関係改善ほか

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

中山北斗氏

平本あきおコーチ養成塾
修了、㈳日本産業カウン
セラー協会認定産業カウン
セラー

私自身も数年前に歯科医
師からコーチへと転身しまし
た。皆様と同世代なので、
さまざまな思いの部分でも
共感できるものが多々ある
と思います。私にとって、ク
ライアントの方が目を輝か
せながら笑顔で成果を報告
してくださるときが最もうれし
い瞬間。厳しくもやりがいの
ある道を選んだ勇気ある皆
さまを全力でサポートします。

クライアント数／のべ400
名以上　分野／独立・起
業、キャリアデザインほか

コーチ実績

中川宏司氏

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

㈶生涯学習開発財団認定
コーチ

青木玲子氏

私と話した人は「なぜかわ
からないけど、できそうな気
がする」「やりたいことがわ
かった」「明日が来るのが
楽しみでわくわくする」と言
ってくれます。セッションは、
アナウンサー経験で培った
インタビュー形式。あなた
の頭や心の中にあるものを
聞かせてください。夢はきっ
とかないます。3ヵ月後をと
もに笑顔で迎えましょう。

クライアント／21名　分野
／結婚、セカンドライフ、
プレゼンスほか

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

㈶生涯学習開発財団認定
プロフェッショナルコーチ

私自身2年前に脱サラし、
何もない状態からお仕事を
頂けるようになるまでにたく
さんの不安や心配がありま
した。不安を断ち切り、行
動から学び、予想もしてい
なかった人脈に出会った経
験を皆さんのサポートに役
立てたいと思っています。
納得できる人生を手に入れ
るために一歩踏み出そうと
している皆さんを心から応援
します。

クライアント数／のべ30名
分野／管理職、独立起業、
経営者ほか

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

野本果甫氏

㈶生涯学習開発財団認定コ
ーチ、日本IST協会認定IAT
問題解決学インストラクター

私も数年前に当時の現状
に不満を感じて悩んでいま
した。そして、自分の経験
を最大限に活かせるコーチ
という職業に希望を抱き起
業しました。そんな私です
から、現状に不満を感じ、
現状を打破したい皆さんの
切実な思いが身に沁みてよ
く分かります。皆さんが成
功するよう、ガチンコで全身
全霊を込めて応援します。

虫鹿恭正氏

クライアント数／100名以
上　分野／経営者、独立
志望者、人間関係で苦し
む人ほか

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

㈶生涯学習開発財団認定
コーチ、NPOヘルスコーチ認
定メンタル＆ヘルスコーチ、
DiSC認定コンサルタント

鈴木輝子氏

あなたの可能性は無限大！  
過去と他人は変わりません
が、未来と自分は変えられ
ます。あなたに潜在する強
みや能力を発見し、あなた
の夢や目標を実現するため
に誠心誠意サポートしま
す。人が変わる瞬間に立
ち会い、成長と“成幸”に貢
献することがモットーです。
活き活きと「輝くあなた」
を心から応援します！

クライアント数／128名　
分野／経営者、管理職、
独立準備ほか

コーチ実績

参加者へのメッセージ

コーチ資格ほか

「開業準備室」

コーチ陣

●お問い合わせ／株式会社リクルート　アントレ「開業準備室」事務局
電話／03-6835-1547（直通）　平日11:00～18:00　※左記時間外、および電話が混み合っている場合はおかけ直し下さい。


