Business school
「使命を見つけた女性起業家が未来を変える」

2018 年

1月 8日（祝）
受付開始：10：00 〜
イベント：10：30 〜 17：30
懇 親 会：18：00 〜
会
場：コワーキングスペース24

Invitation

Time Schedule
10：30 事業発表①
10：50 プレゼン①

「結婚式やめませんか？」
〜伝・和・憶を大切に〜

11：20 プレゼン②

「手に職つけても一生働けない⁈」
女性美容師が生涯現役で働く
仕組みづくり

11：40

２０１６年に本格始動した Pearl Tree のビジネス
人を育てる力 をつけると、 １００パーセント
なります。それを事業に活かすことで本当の成功
につながり、そこから自身の 使命 が見えてくる」
というスクール理念のもと、女性起業家達を育成
してきました。今回は、数年にわたりそれを実践
してきた女性起業家が、自身の体験から得たこと

12：20 特別講演

お申し込みはメールでご連絡ください

1 日参加（ランチ、懇親会付）5 , 0 0 0 円
午前の部（ランチ付）2 , 5 0 0 円
午後の部（懇親会付）3 , 5 0 0 円

Access

コワーキングスペース 2 4

Pain de maman

14：10 プレゼン④

「パーソナル戦略アドバイザー」
を目指すきっかけは
・・・ネイリスト！？

14：40 セミナー

「新しい働き方」を考える

東口
ロータリー

大宮駅

大宮
区役所

荻野麻佐子
大森靖之

15：30 プレゼン⑥

専業主婦からの脱却、
「家族への愛」
が「社会の役にたつ」時
〜発酵食で健康を伝える〜

15：50 プレゼン⑤

世界の片隅で、
「自分にしか
できない仕事」を見つける

山田久美

青木かおり

「家庭と仕事」両立できる？
パネル
女性起業家たちの
ディスカッション
ワークライフバランス実践

16：50 事業発表②

ミニ
セミナー
販売

会場

吉川真奈美

15：10 お茶会

荻原ちとせ

18：00 懇親会
高島屋

谷田貝孝一

母も子どもも
13：50 プレゼン③ 「自由に生き方を選択できる」
社会を目指して

16：20

埼玉県さいたま市大宮区仲町 2 丁目 71 ソシオ大宮 4F
※大宮駅東口徒歩５分

斉藤直美

売れる仕組みを作り出す
「100パーセントお客様目線」の
ビジネス

12：50 ランチ会

を発表し、そこから学ぶ、いわば「一日特別講習」
のようなイベントです。

松本智保子

「企業人」から「起業家」へ
パネル
体験者たちにきく
ディスカッション
「起業のリアル」

スクール。
「 経営者がセミナーやスクールを始め、
お客様目線 が身につき、自身の 強み が明確に

荻原ちとせ

レストラン アン・ドゥ・トヮ
これさえ知ればこわくない！
ビジネスシーンで必ず役立つ
ワイン講座
ビール販売

田上あゆみ
氷川ブリュワリー

※当日の進行によって予告なしにタイムスケジュールが変更する場合があります

（敬称略）

presenter
谷田貝

有限会社ジュントオル 代表取締役
商売の学校（商学校）代表
孝一 多目的レンタルスペース栃木 代表
会員制農作物栽培 & 販売
『旬やさいの里』代表

靖之

行政書士
大森法務事務所

青木

かおり

株式会社我楽 代表取締役
痩身サロン我楽 代表
心と身体の学び舎「楽舎」代表
ヨガスクール Aosara 代表

荻野

N＋DESIGN 代表
麻佐子 （エヌプラスデザイン）
NailSalon N+Plus 代表

大森

斉藤

山田

直美

久美

代表

株式会社 style 代表取締役
オーガニックサロン ミモザ 代表
美容室 Olive 代表
訪問美容ユーカリ 代表

Pain de maman（パンド ママン）代表
Pain de maman baking school 代表

代表

法学部卒業後、電機メーカー（東証一部）に入社。法務部で契約書や社
内規程作成のキャリアを積む。2013 年、ビジネス契約書専門の行政書
士事務所を開設。現在は、「トラブルの予防」に軸足を置いたビジネス
契約書や各種規約の作成のほか、起業家や中小企業の経営者向けの研修・
教育で活躍中。
主に更年期世代を対象にした「パーソナル痩身サロン 我楽」を経営。
トータルで心と身体の悩みを解決すべく、ヨガ、ファスティング指導も
行う。その他、酵素・ドクターズコスメの商品開発、真のセラピスト
育成のためのスクールも開講。
大手商社で企画・マーケティング・システム開発 ・支店統括などの業務
に１０年間携わる。２０１６年脱サラ後、ネイルサロンを開業、半年後
に WEB 制作・サロンプロデュース・マーケティングを展開する N＋
DESIGN を開業。経験を活かし IT コンシェルジュとしても活動中。
美容室２店舗と訪問美容を運営。女性美容師がそれぞれの個性をいかし、
生涯現役で働くスタイルを提案。自らの経験をもとに家庭と子育てを
両立しながら働ける環境作りと技術教育に取り組む。

ピアノ、声楽教師を経て結婚。家族のために「食」を学び、自宅で料理・
菓子・パンのサロンをしていたが、
自身が乳がんになったことをきっかけ
に「バランスのとれた食事で人々の健康を支えたい！」と考え、201 4 年
「Pain de maman café」を開業。その後、女性の自立を支援する「Pain
de maman baking school 」を開講。
「発酵屋」としての活動も始めている。
大手ホテルやゲストハウスで経験を積み、2010 年独立。経験や人脈を
いかし、会場プランナーにはできない新郎新婦お二人に寄り添った結婚
式づくりのお手伝いをしている。「自由でオリジナル」なだけの結婚式
でなく、地元の伝統や文化、親御様やゲストを大切にする「二人らしい
おもてなしの心」を重視した結婚式が好評。

松本

智保子

吉川

M'S クリエイト 代表
真奈美 会員制コミュニケーションスペース
「まみーずるーむ」代表

大手エステで 25 年勤務、スタッフの個性を活かして成果を上げるサロン
を創り上げてきた。現在は、美容系サロンの NO2 育成を基盤に運営全般
をサポートをする傍ら、地元で子育てママを支援する「まみーずるーむ」
を運営。

田上

あゆみ

ワインコンシェルジュ
JSA 認定 ワインエキスパート
JSA 認定 ワイン検定講師
FBO 認定 チーズコーディネーター

日本航空で、旅客、社員教育、人事等 20 年勤務。ワインの勉強を本格的に
始め、退職後「もっと気軽にワインを愉しむ！」をコンセプトに、様々な
切り口のレッスンを開催。ビジネスマン、飲食店経営者、個人向けなど、
様々な要望に対応出来る、
これまでにない業務スタイルを築くべく活動中。

ちとせ

株式会社パールツリー代表取締役
株式会社ローズビューティー代表取締役
Rose ネイルスクール 代表
ネイルサロン Rose 代表
一般社団法人キャリアさいたま代表理事

中学校教員からネイリストに転職、ネイルサロンとプロ養成ネイルスクール
を経営。その後「起業、経営、キャリア」を実践しながら学ぶ「Pearl
Treeビジネススクール」を立ち上げる。
「 育てる力」をつけることが、
ビジネスの成功や豊かな人生に繋がることを提唱し、様々な分野の「本物の
講師」を育成。「資格、知識、技術を教えるだけ」でない、先輩起業家
から実践で教わる「人が育つスクール」を展開している。

荻原

Sorairo Wedding

全国の行政機関、商工会・商工会議所様、商店街様が開催するセミナー
に講師として登壇。広告チラシなどの宣伝費にお金をかけた集客をせず、
売上を向上させる販促などの具体的な方策を伝授する現役の商工会商業
部長。

（敬称略）

お申込みは
メールで
お問合わせ
ご連絡
ください

株式会社パールツリー

i nfo@pearl tree.jp

0120-494-292

企画 株式会社パールツリー / 司会 松本智子 / 総合プロデュース 株式会社 Funwacca / 広報 N＋DESIGN / 販促デザイン 株式会社コト・ラボ（敬称略）

