
※使用には条件がある場合があります。事前にご連絡下さい 今日も子どもとしか
しゃべってない！ 
子どもの母でしかな
い自分…。

子育て中の閉そく感

ママ向け講座に参加

マルシェに出展＆猛勉強

カフェオープン

２号店オープン
子連れＯＫで自分時間って楽しい～！ 
ハンドメイド作家のママたち、すてきだな。

よし、私は、カフェをやろう。
まずはマルシェに出してみよう。

岐阜県笠松町に
「アジャーラー」1号店オープン！

２号店は岐南町に。
経営者として日々 悩みながら成長中。 

岐阜県でカフェ「アジャーラー
（笠松店、岐南店）」を経営。
4人の子どもを育てる母。
http://cafe-ajara.com

　　　　マルシェで直接お客様
と話ができることで、何が喜ば
れるのか、どこが独りよがりなの
か、などが分かります。自分だけ
で妄想を膨らませているより、成
長がずっと早くなります！

　　　　カフェ経験は０だったの
で、理論から実践まで集中的に
勉強してオープンしました。意外
にも、その経験のなさが「お客様
目線」を常にもてることにつなが
り、プラスになる部分も。

欲しかった
アクセサリーが

見つかる

わたしも
来年は出展
してみたい！

好きなことを
活かして

仕事している
人たちってステキ

体験して
みたかった

トリートメントに
出合えた

イラスト／kalo

Myスタイル起業／東海３県女性起業家等支援ネットワーク事務局（運営：学び舎mom株式会社 ）
more opportunity & motivation 学びで女性にもっと機会とワクワクを！

〒460-0007愛知県名古屋市中区新栄二丁目11番2号新栄ソレイユビル302号室
tel：052-990-7440　　mail：chubunetwork@manabiyamom.com

女性のための起業情報がぎゅっと集まったサイト
Myスタイル起業 https://mystylekigyo.jp/　  「Myスタイル起業」

お気軽にご参加ください

秋はマルシェへGO!
地域の体育館や市民会館、ショッピングモールなどを会場とし、

市場（マルシェ）のように軒を連ねお店が並びます。
子育て中のママを中心に趣味や特技を活かしたハンドメイド雑貨を販売したり、

トリートメントや写真撮影、コーチングなど商品やサービスの領域が広がっています。
企業や自治体との協働で開催するところも増えています。

マルシェって

ある日の
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あなたの起業がぎゅっと近づくスペシャルクーポン

Myスタイル起業caféで、こんなことし
たいな、あんなことできたらいいなを話
してみる。ひと足先に起業した女性や起

業支援をしている人たちが、あなたの話
を聞いてくれます。起業に一歩近づく耳
寄り情報もゲットできます。

Myスタイル起業caféの開催情報はこちら➡https://mystylekigyo.jp/cafe/

Myスタイル起業caféでちょっと話してみる
おてごろ度 ★ ★ ●たがやす  ●たね起業の「たね」はあるけれど

だれにも話したことない。
だれかに聞いてほしいな。

2018年9月10日（月）～2018年12月20日（木）チャレンジ期間
東海3県（愛知、岐阜、三重）の対象セミナー等に該当した起業を
志す女性

対 象

無料参 加 費
https://mystylekigyo.jp/project2018/からフォームにてお申込み申 込 方 法

自分でオリジナルの商品を作っています。
ネット販売は難しいでしょうか？

ハンドメイドのバッグです。

まだありません！

挑戦してみたいです！

どんな商品ですか？

実際にどこかで販売してみたことは
ありますか？

では、まずはマルシェに申し込んで
お客さんの反応をみてみませんか？

COUPON 01

COUPON 04

COUPON 02

COUPON 05

COUPON 03

COUPON 06

自作チラシ・PR文章添削
無料(お一人様1回限り)

あんどうまりの起業相談
無料

起業・経営総合相談
無料(お一人様1回まで)

起業ビギナー個別相談
無料

起業して間もない女性向け

WordPressブログ開設費
無料(毎月お一人様限定)

おしゃれなスタンプであなたの情報発信をデコレーション
してみませんか？ファッション誌やバースデーカードのイラ
ストで定評のあるkaloの自信作です。

イラストレーターkalo / 吉澤直子　http://kalo.ws/
kalo5656@gmail.com　090-3802-9827

あなたのチラシやPR文章をプロのライターが添削します。
PDFなどにしてryoko-tashiro@yk.commufa.jpへ。

言葉工房トム  代表/田代涼子(ライター、中小企業診断士)
https://kotobakoubou106.wixsite.com/tomtom

起業ってほどじゃないけど…妄想はいっぱい、でも実行す
るにはどうしたら？ 女性のやりたい！を応援します。まずは
メールかLINE@でご連絡ください！
 一般社団法人日本少子化対策ネットワーク

（ハニーベイビーズ）
info@shoushikataisaku.org LINE@は

こちら

これから起業したい方も、すでに起業している方も。2回目
以降のご相談は有料相談をご利用ください。

NPO法人起業支援ネット
代表理事　久野 美奈子
http://www.npo-kigyo.net/consultation

経理処理、書類提出、売上管理、税金対策など税理士を 
活用しませんか。
税理士法人Bricks&UK（担当：石川）
052-228-0758

起業してブログ開設を検討している 
女性の皆さんへ弊社ブログテンプレー
トを利用し独自ドメインブログの開設をサポートいたします。

株式会社Ｅプレゼンス　https://www.e-presence.jp
info@e-presence.jp　059-336-4002

有効期限 2019年1月31日まで 有効期限 2019年1月31日まで 有効期限 2019年1月31日まで

有効期限 2019年1月31日まで有効期限 2019年1月31日まで有効期限 2019年1月31日まで

チームMSKとは、起業を志す女性向
けにWEBやリアルで、支援機関や先
輩女性起業家と「つながる」、起業に向
けての「トライアルができる」、3か月限
定のオンラインサロンです。ネット上で
展開されるクローズドなコミュニティ

で、支援機関や先輩女性起業家に気
軽に相談できます。また、あなたの事
業を実際にトライアルできるチャンス
もあります。3か月でグッと起業に近づ
ける！あなたらしく働く「起業」の一歩
をチームMSKではじめてみませんか。

SNS用スタンプ
 1個プレゼント（毎月1カット限定）

Webコンサルタント
山中寛子

行
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経済産業省「女性起業家等支援ネットワーク事業」
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 Myスタイル起業オンラインサロン

「チームMSK」開設

起業を目指す3か月チャレンジ

Myスタイル起業限定♪



北名古屋市在住の子育て中のママたちによる“ 自分ら
しい暮らしや生き方 ”を考える研究所です。

北名古屋、その近郊で活躍されている作家さんたちに
よる手仕事を披露する展覧会形式のスタイルのマル
シェです。訪れたお客さまにとって、手仕事から生まれ
たこだわりの逸品や、新たな価値を暮らしに取り入れる
ことで、心豊かな毎日へと誘います。

岐阜ママズフェスタは毎年2回
以上開催するビッグイベントで
す。ハンドメイド・リサイクルマー
ケットや手作りワークショップ
に加え、女性・子育てをキーワー
ドにした企業ブースが合わせ
て80ブース以上出展。見どころ
満載です。詳しくは「岐阜ママズ
フェスタ」で検索！

わたしが起業するなら何が向いているんだろう？起業って何からはじめれば
いいのかな？ワタシの考え方の特徴や自然と出来てしまうことを知って、働き
方や生き方が変わる、変えていけるきっかけに。思考のクセを知る診断からは
じめてみませんか。診断結果のミニ解説つき。 診断はコチラから

男女共同参画に関する活動をして
いる団体が企画したイベントや活
動成果の発表を行うことにより、情
報交換や交流の促進を図り、活動
の活性化につなげるため、ウィルあ
いちフェスタ 2018を開催します。

マルシェ出展することが、起業の最初
の足掛かりでした。「どうディスプレイ
しているの？」「ラッピングがすてき！」
など勉強になることが多いです。また
出展者同士で情報交換し、新たな出
展の誘いを受ける
ことも！次の仕事
にも繋がる大切な
場所です。

私にとって
起業=マルシェ でした!!

「子育て」をテーマに人・モノ・情
報が集まるイベント♪ 子育てっ
て、大変な時もあるけれど、この
イベントで気持ちが上がる雑貨
を買ったり、色々な人に出逢っ
て笑い合ったり、沢山の情報を
得たり…温かな想いがいっぱい
詰まった子育てイベントです。

マルシェからはじまるワタシの起業

「Myスタイル起業」が各イベントにブース出展します。
会場ではwatashi”R”診断ができるほか、Myスタイル起業の支援機関によるプチ起業相談や
起業を志す女性たちによるチャレンジショップも開催します。ぜひ遊びに来てね！

「これカワイイ♡」「自分へのごほうびに♪」
「ステキな女性がたくさんいるなぁ～」「わたしも出展してみたい！」

心がふわぁと動くのはどんな瞬間？ 起業の一歩をマルシェからはじめてみませんか。

mama life EXPO

Brilliant Women EXPO2018

第6回 ママの文化祭R

HUGマルシェ

岐阜ママズフェスタ2018

ウィルあいちフェスタ

たじみ子育て楽市楽座

北名古屋市文化勤労会館 愛知県北名古屋市法成寺蔵化60

じばさん三重 三重県四日市市安島1丁目3番18号 

春日井市総合体育館 愛知県春日井市鷹来町4196番地3

イオンモール四日市北専門店1階中央通
三重県四日市市富州原町2番40号

マーサ21 岐阜県岐阜市正木中1丁目2-1

ウィルあいち 名古屋市東区上竪杉町１番地

セラミックパーク MINO 岐阜県多治見市東町4丁目2-5

起業したい/関心があるけれど
難しさを感じている女性を、女性
の専門家がチームでサポート 
します。

「楽しく子育て」をコンセプトに様 な々事業を多治見
で展開する、子育て支援のNPO法人です。

結びの日 代表
梅澤 ルミ子さん

Mie女性起業支援室 代表

一尾 香さん（中央）

NPO法人Mama’s café 代表

山本 博子さん（左端）
NPO法人あいち かすがいっこ 代表

松元 永己さん

NPO法人クローバ 代表

島田 貴子さん

Brilliant Women EXPO2018は、女
性起業家によるチャレンジマーケッ
ト・マルシェ・ ビジネス展示会です。
今回が初開催となります。輝き続け
たい女性集まれ！ 
http://www.brilliant-mie.jp/expo/

尾張地区最大のママイベント！！
～つながる！みつかる！
　ママのネットワーク～

『HUGマルシェ』は、1日だ
けの特別なイベント！おい
しい!かわいい!たのしい!
が、いっぱ いつまったオ
シャレなマルシェです。

ママライフデザイン研究所 代表

田口 さおりさん

ママである前に1人の女性、1人の人間である
こと、いろいろな楽しみを見つけ、そして何かの
きっかけになる。そんな「きっかけづくり」の場
の提供をめざしています。

「あいち かすがいっこ」は、子育て支援
団体や企業・行政と子育て世代を繋ぎ、

「地域を巻き込みみんなで子育て」でき
る街、春日井を目指しています。

三重はぐくみサポートは、三重県で輝く女性
や頑張る企業を応援する女性チームです。

マルシェは普段、

出合えないモノに

出合える素敵な場所

NPO法人三重はぐくみサポート 代表

山田 知美さん

watashi”R”診断とは？
自分を知るチャンス！注目！


