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理念を策定しマネジメントを強化
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西宮ストークス試合スケジュール（2017年11月・12 月開催分）
日程

11月 3 日（金）
11月 4 日（土）
11月11日（土）
11月12日（日）
11月18日（土）
11月19日（日）
12 月 1 日（金）
12 月 2 日（土）
12 月 9 日（土）
12 月10日（日）
12 月16日（土）
12 月17日（日）
12 月20日（水）
12 月23日（土）
12 月24日（日）
12 月29日（金）
12 月30日（土）

試合時間

18：05
15：05
18：05
15：05
18：05
15：05
19：05
15：05
18：05
15：05
18：05
13：05
19：05
18：05
15：05
19：05
15：05

対戦相手

開催地

サンロッカーズ渋谷

宝塚市立スポーツセンター

琉球ゴールデンキングス

三田市駒ヶ谷運動公園体育館

栃木ブレックス

西宮市立中央体育館

大阪エヴェッサ

エディオンアリーナ大阪
（大阪府立体育館）

新潟アルビレックスBB

三田市駒ヶ谷運動公園体育館

琉球ゴールデンキングス

沖縄市体育館

島根スサノオマジック

松江市総合体育館

三遠ネオフェニックス

西宮市立中央体育館

富山グラウジーズ

西宮市立中央体育館

※2018年1月以降のスケジュールはホームページをご覧ください 西宮ストークス
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を図るための資金調達を呼び掛けま

のファンが会場を埋め、手応えを感じ

チャンピオンシップへの出場も目指して

した。結果、複数の金融機関と話し合

たという上原社長。
今シーズンは昨年

います。
「西宮ストークスは地域の誇り」

いが進んでいます。

の入場客数3万1千人に対し6万6千

と多くの人に感じてもらえるよう、
これか

人という目標を掲げ、同時にチームの

らもクラブを支えていきます。

シーズン開幕ゲームでは2,700人
会社概要
株式会社兵庫プロバスケットボールクラブ

所在地 西宮市甲子園高潮町3-30ホテルヒュー
イット甲子園3階
代表取締役社長 上原光徳

支援メニュー講座

事業内容 プロバスケットボールクラブの運営
TEL 0798-22-0770
URL https://www.storks.jp/

ひょうご・神戸チャレンジマーケット

あなたの会社のビジネスプランを応援します
資金調達や販路開拓のチャンスが広がります
制度概要
創業・第二創業、経営革新に取り組む中小企業・ベン
チャー企業・個人事業主が、ビジネスプランの発表を通じ
て、金融機関や一般企業等との幅広いマッチング（資金
調達や販路開拓等）を行うチャンスを提供するものです。
応募者の中から選定された企業・個人が、
「ひょうご・
神戸チャレンジマーケット」において、ビジネスパートナー
を求めて参加する金融機関・ベンチャーキャピタル・大手
百貨店等の前でビジネスプランのプレゼンや個別商談を
行います。

第28回 「ひょうご・神戸チャレンジマーケット」
2018年2月15日（木）
・16日（金）開催予定

メリット
◦個 別ではアポを取るのも困難な有力企業や
金融機関等にビジネスプランを聴いてもらうこ
とができ、取引のチャンスが広がります。
◦プレゼン資料（パワーポイント）作成の個別
指導が受けられます。また、プレゼン資料は
後の営業ツールとして活用できるため、営業
の幅が広がります。
◦各 種支援メニューにより、事業化を側面から
サポートします。
現在、
「プレゼン企業」のビジネスプランを募集中

※11月24日（金）16:00締め切り
詳しくはH P（ h t t p : / / w e b . h y o g o - i i c . n e . j p / k i g y o /
challengemarket）をご覧ください

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部 新事業課

078-977-9072

