
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

第

■開催期間■開催期間■開催期間■開催期間
■対象店舗

■開催場所

■参

■申込方法

■申込期限申込期限申込期限申込期限

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

とない機会となります。

「第

ました。期間中、延べ

第

期間中、延べ

    

松本松本松本松本

はははは

職員職員職員職員

容容容容

 

第 6 回松本

事業所名 

所 在 地 

 

第第第第 6666 回松本回松本回松本回松本

■開催期間■開催期間■開催期間■開催期間    
■対象店舗 松本市中心市街地で営業する松本商工会議所会員事業所

■開催場所 原則として自店舗

■参 加 費 1

■申込方法 下記の申込用紙に必要事項をご記入いただき、

ス

申込期限申込期限申込期限申込期限 

※後日、詳しい内容の申込みシートを当所職員が直接お店にご説明にお

伺いし、お渡しします。お気軽にお申込みください。

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

とない機会となります。

「第 4 回松本まちなかゼミナール」（開催期間：

ました。期間中、延べ

第 5 回松本まちなかゼミナール（

期間中、延べ 1,115

    

松本松本松本松本まちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにご

はははは、、、、おおおお気軽気軽気軽気軽

職員職員職員職員がががが直接資料直接資料直接資料直接資料

容容容容をごをごをごをご説明説明説明説明

「うちもやってみようかなうちもやってみようかなうちもやってみようかなうちもやってみようかな

だけでもだけでもだけでもだけでも

考考考考えているえているえているえている

おおおお問問問問いいいい合合合合

松本まちなかゼミナール「まちゼミ」参加

 
 

 
 

第 6 回松本

回松本回松本回松本回松本まちなかゼミナールまちなかゼミナールまちなかゼミナールまちなかゼミナール

    平成平成平成平成 27272727 年年年年
松本市中心市街地で営業する松本商工会議所会員事業所

原則として自店舗

1 講座につき 5,000

下記の申込用紙に必要事項をご記入いただき、

スにて期限までにお申し込みください。

 平平平平成成成成 27272727 年年年年
※後日、詳しい内容の申込みシートを当所職員が直接お店にご説明にお

し、お渡しします。お気軽にお申込みください。

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

とない機会となります。 

回松本まちなかゼミナール」（開催期間：

ました。期間中、延べ 1,134

回松本まちなかゼミナール（

1,115 人が受講し

まちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにご

気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合

直接資料直接資料直接資料直接資料をををを持持持持っておっておっておってお

説明説明説明説明させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます

うちもやってみようかなうちもやってみようかなうちもやってみようかなうちもやってみようかな

だけでもだけでもだけでもだけでも聞聞聞聞いてみようかないてみようかないてみようかないてみようかな

えているえているえているえている店主店主店主店主のののの皆様皆様皆様皆様

合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください

まちなかゼミナール「まちゼミ」参加

回松本

まちなかゼミナールまちなかゼミナールまちなかゼミナールまちなかゼミナール

年年年年 9999 月月月月 19191919 日日日日
松本市中心市街地で営業する松本商工会議所会員事業所

原則として自店舗 

5,000 円（※

下記の申込用紙に必要事項をご記入いただき、

にて期限までにお申し込みください。

年年年年 8888 月月月月 7777 日（金）日（金）日（金）日（金）
※後日、詳しい内容の申込みシートを当所職員が直接お店にご説明にお

し、お渡しします。お気軽にお申込みください。

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

回松本まちなかゼミナール」（開催期間：

1,134 人が受講し、多くの方々から各講座へ大満足の評価を頂きました。

回松本まちなかゼミナール（開催期間：

人が受講しこちらも

まちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにごまちなかゼミナールにご興味興味興味興味

合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください

っておっておっておってお伺伺伺伺いしいしいしいし

させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

うちもやってみようかなうちもやってみようかなうちもやってみようかなうちもやってみようかな」「」「」「」「話話話話

いてみようかないてみようかないてみようかないてみようかな」」」」とととと

皆様皆様皆様皆様、、、、是非是非是非是非

わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

まちなかゼミナール「まちゼミ」参加

回松本まちなかゼミナール

まちなかゼミナールまちなかゼミナールまちなかゼミナールまちなかゼミナール「「「「まちゼミまちゼミまちゼミまちゼミ

日日日日((((土土土土))))～～～～10101010
松本市中心市街地で営業する松本商工会議所会員事業所

円（※2 講座目からも

下記の申込用紙に必要事項をご記入いただき、

にて期限までにお申し込みください。

日（金）日（金）日（金）日（金） 

※後日、詳しい内容の申込みシートを当所職員が直接お店にご説明にお

し、お渡しします。お気軽にお申込みください。

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

回松本まちなかゼミナール」（開催期間：平成

人が受講し、多くの方々から各講座へ大満足の評価を頂きました。

開催期間：平成

こちらも大好評をいただいており

 

興味興味興味興味があるがあるがあるがある方方方方

わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

いしいしいしいし、、、、詳詳詳詳しいしいしいしい内内内内

。。。。

話話話話

とととと

是非是非是非是非

まちなかゼミナール「まちゼミ」参加申込

まちなかゼミナール

お

松本商工会議所
TEL 0263

Emali

まちゼミまちゼミまちゼミまちゼミ」」」」開催概要開催概要開催概要開催概要

10101010 月月月月 31313131 日日日日((((土土土土
松本市中心市街地で営業する松本商工会議所会員事業所

目からも 5,000 円）

下記の申込用紙に必要事項をご記入いただき、ファック

にて期限までにお申し込みください。 

※後日、詳しい内容の申込みシートを当所職員が直接お店にご説明にお

し、お渡しします。お気軽にお申込みください。 

自店のお
〇お店のお

〇リピーターが

どんなお
〇技術を

えてあげられ

〇お店をもっと

〇ゼミ形式

た。 

お客様の
〇予定人数

〇ゼミ中

〇受講者

お店での
〇スタッフの

〇地域の

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

平成 26 年 9 月

人が受講し、多くの方々から各講座へ大満足の評価を頂きました。

平成 27 年 2 月 7

大好評をいただいており

内内内内

申込 FAX

氏

電話番号

まちなかゼミナール

お申込み・お問

松本商工会議所
TEL 0263-32

Emali：soudan

開催概要開催概要開催概要開催概要    

土土土土)))) 
松本市中心市街地で営業する松本商工会議所会員事業所 

円） 

ファック 

※後日、詳しい内容の申込みシートを当所職員が直接お店にご説明にお 

のお客様になってもらえた
のお客様になってくれる

リピーターが増え、予約

どんなお店か？をＰＲ
を教えることで

えてあげられ、“今度来

をもっと大勢の

形式なので、商品

 

の満足を実感
予定人数を超過するほどの

中の質問や終了後

〇受講者の方が大変一生懸命

での新たな発見
スタッフの支えがよく

の方の当店に対

参加参加参加参加

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

月 20 日～10 月

人が受講し、多くの方々から各講座へ大満足の評価を頂きました。

7日～3 月 10

大好評をいただいており、参加店舗も続々と増えております。

FAX 返信用紙

氏  名 

電話番号 

まちなかゼミナール

問い合わせ 

松本商工会議所
32-5350 FAX 0263

soudan＠po.mcci.or.jp

になってもらえた 

になってくれる人が

予約が入った。

ＰＲできた 

えることで満足して貰え

今度来るね”と多くの

の方に知って貰

商品への思いをお

実感 
するほどの申込み

終了後の個別質問

大変一生懸命だったのが

発見 
えがよく分かり嬉しかった

対するイメージがよく

参加参加参加参加されたされたされたされた

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

月 31 日）では、

人が受講し、多くの方々から各講座へ大満足の評価を頂きました。

10 日）では、72

、参加店舗も続々と増えております。

返信用紙（FAX：32

 

 

まちなかゼミナール 

 

松本商工会議所経営支援

FAX 0263-32

po.mcci.or.jp 

 

が増えた。 

。 

え、お客様が普段聞

くの人に言われた

貰いたいので、続

いをお客様にしっかり

み！盛況で喜ばれた

個別質問も多く、関心

だったのが感動的だった

しかった。 

するイメージがよく分かり大変参考

されたされたされたされたおおおお店店店店のののの

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

）では、69 店舗で

人が受講し、多くの方々から各講座へ大満足の評価を頂きました。 

72 店舗で 83

、参加店舗も続々と増えております。

32-1482

 

経営支援グループ

32-1482 

普段聞けない質問

われた。 

続けていきたい

にしっかり伝えることができ

ばれた。 

関心の高さがうかがえた

だった。 

大変参考になった

のののの声声声声 

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

店舗で 78 講座が行われ

83 講座が開催され

、参加店舗も続々と増えております。 

1482） 

 

グループ 

質問にも答

けていきたい。 

えることができ

さがうかがえた。 

になった。 

「まちゼミ」とはお店の方が先生となり、それぞれの専門知識や特徴を活かし、少人数制のゼミナールを行うことで、

お客様にお店のことをもっと知っていただき、お店のファンになってもらう、仕掛けづくりです。お店にとっては、

ご来店のきっかけや、新規顧客獲得、お店のファンづくり。お客様にとっては、プロの知識や知恵に触れられるまた

講座が行われ

講座が開催され、


