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会社概要 

会 社 名 銀座セカンドライフ株式会社 

所 在 地 
東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階 
TEL：03-3545-1765 FAX：03-3545-1764 

代  表 代表取締役 片桐 実央 

創業年月 2008年7月 

資 本 金 10,000,000円 

事業内容 

シニアを対象とした起業支援 
・起業コンサル・事務サポート 
・起業家交流会 「アントレ交流会」開催 
・レンタルオフィス 「アントレサロン」運営 
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代表者プロフィール 

略  歴 

学習院大学法学部法学科卒 
2003年4月花王株式会社法務・コンプライアンス部門法務部入社 
法人設立、契約書作成、経営戦略の法的アドバイス、法律遵守体制の整備業務に
従事 

2006年8月大和証券ＳＭＢC株式会社引受審査部に入社 
上場準備会社や上場会社に対する法律・会計分野の審査・アドバイス業務に従事 

保有資格 
東京都行政書士会所属 登録番号第08081682号 
１級ファイナンシャル・プランニング技能士 

創業理由 

祖母の介護をきっかけに、セカンドライフの重要性を痛感しました。 
平均余命が年々延びていますが、一生を通して充実した毎日を送ることができるか
というのは、多くの方のテーマだと思います。 
１人でも多くの方に充実した楽しいセカンドライフを歩んでいただけるよう、 
お手伝いができればと思います。 



3 

受賞歴 

Japan Venture Awards 2014「中小機構理事長賞」受賞（主催：（独）中小企業基盤整備機構） 

第14回テレワーク推進賞「奨励賞・特別賞」受賞（主催：一般社団法人日本テレワーク協会） 

がんばる中小企業・小規模事業者300社に選定（主催：経済産業省） 

第12回 女性起業家大賞「優秀賞」受賞（主催：全国商工会議所） 

平成25年度 横浜市有望ビジネスプラン事業化助成金事業採択（主催：横浜市） 

横浜ビジネスグランプリ2013 「優秀賞」受賞（主催：（公益）横浜企業経営支援財団） 

第2回ＤＢＪ女性新ビジネスプランコンペティションファイナリスト（主催：日本政策投資銀行） 

第3回大田区ビジネスプランコンテスト 「奨励賞」受賞（主催：大田区） 

東京都地域中小企業応援ファンド 「地域資源活用イノベーション創出助成事業」採択 
（主催：（財）東京都中小企業振興公社） 
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超高齢社会 

人に1人が65歳以上 ４ 

割しか就業できていない ４ 

割の人は、今後も働きたい ８ 
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なぜ働きたいのか 

65歳以上の人が「働きたい」理由 

健康を維持したい 1 

経験を生かしたい 2 

3 収入を得たい 

「働きたい」ニーズを満たす選択肢 

起業 再就職 再雇用 
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50代・60代の起業はこう違う！ 
• 大きく２つのパターンに分かれます。定年前の方と定年後では起業に対する
考え方やその経緯が大きく異なるのが特徴といえます。 
 

定年前（50代） 定年後（60代） 
 
 

【起業を考えるきっかけ】 
 

◆定年後、社会とのつながりが欲しい 
 
◆長年温めてきたアイデアを具現化したい 
 
◆体力もあるし、年金＋αを確保したい 
 
◆共通の仲間が欲しい、居場所を確保したい 
 
 
 

【起業を考えるきっかけ】 
 

◆自分の先行きが見えてきた 
（これ以上は出世は望めない・これでいいのかな） 
 
◆退職後、いっきに収入なしになることへの不安 
 
◆自分のやりたいこととのミスマッチ 
 
◆前職を退いてから再就職が難しい 

起業 早期退職し、独立・起業 
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シニア起業の特徴・課題 

• ローリスク・ローリターン 
• 生涯現役でやりがいのある仕事を楽しむ 
• サラリーマン時代の知識や経験を活かしたい 
• 収入を増やしたい 
• 社会に役立つ仕事がしたい 
• 年齢に関係なく仕事がしたい 働けるうちは働きたい 

特 徴 

• 起業はしたいが、何をしたら良いか分からないという悩みが多い 
• 経験を活かしつつ、仕事をできる場が少ない、あるいは場はあるが
マッチングできていない 

• 行政で実施している一般的な中小企業支援策が利用しづらい 
    例）補助金、ビジネスプランコンテスト、融資など 

課 題 
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銀座セカンドライフの使命 

• シニア起業家に対し、 
  「起業家として無理せずにこれまでの経験を活かしつつ 
    やりたいことをしながら一生社会との関わりを持つ」ことを支援 
• 多くのシニア起業家の輩出に貢献し、超高齢社会の日本経済を支えます。 

起業について考えている、あるいは既に起業している定年前後の50～60代 ターゲット顧客 

起業にともなう様々な悩み、課題、要望に応えてきました 顧客ニーズ 
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銀座セカンドライフの事業 

「シニア起業」について、 
 ソフトとハード両面の支援をワンストップで提供 

起業コンサル・ 
事務サポート レンタルオフィス 起業家交流会 
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起業コンサル・事務サポート 

・起業相談  ・事業計画/ビジネスプラン相談 ・融資相談など 

個別相談、コンサルティング 

・事業計画書策定支援 ・会計記帳代行 ・契約書作成など 

「起業」「事業計画作成」「経営戦略」「マーケティング」「資金調達」 
「ホームページ作成・活用」「メディア露出向上」セミナーなど 

 講談社「シニア起業」で成功する人・しない人 
 産経新聞「ゆる起業のススメ」夕刊フジ「定年起業への挑戦」 

事務サポート 

セミナー・塾の開催 

新聞・書籍の執筆 
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起業家交流会【アントレ交流会】 
様々な業種の起業家を集めた交流会 
開 催：毎月1回開催（2014年4月で66回）  
参加者：50代、60代を中心とした起業家、起業予定者、起業支援者 
人 数：約100名／回 過去延べ6,600人が参加 

有益な情報と場の提供 
1.自社の商品やサービスがアピールできるプレゼン時間やブース出展 
2.中小企業に役立つ有益な情報や公的制度等を案内 

 【過去の講演内容】 
経済産業省 関東経済産業局「創業補助金」「マネジメントメンター登録制度」 
中小企業基盤整備機構「新現役チャレンジ支援事業」 
日本貿易振興機構「中小企業の海外進出」 
日本政策金融公庫「日本政策金融公庫の概要と融資制度」 
東京都中小企業振興公社「事業可能性評価事業」など 
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レンタルオフィス【アントレサロン】 
現在、銀座・東京・横浜で、５店舗 運営中 

代表的なレイアウト 
受付・個室・ 
フリーデスク・ 
商談スペース 
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レンタルオフィスの基本サービス 

選べる３プラン 

月額9,505円 月額3,800円 月額50,000円 

10室 銀座店のみ 

個室プラン バーチャル 
オフィスプラン 

フリーデスク 
プラン 

145席 

銀座1号店 銀座2号店 銀座3号店 東京店 横浜店 
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銀座セカンドライフの強み  

～レンタルオフィス業界～ 

１.低価格 ２.使い放題 ３.好立地 

月額9,505円 
（相場は2万位） 

初期費用等０円 

全店舗利用可 
東京・銀座・横浜全て利用  

長時間営業 
朝7時～夜11時まで無休 

利便性高い 
 
 

駅から徒歩５分以内 
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銀座セカンドライフの強み 

～起業支援業界～ 

２.ワンストップ ３.売上アップ １.シニア向け 

豊富なノウハウ 
   （新聞連載・出版） 

シニアを対象に 
定年起業セミナーを実施 
 

レンタルオフィスに 

当社が常駐 
起業後も 

  継続支援 

7,000人の人脈 

毎月100名 
の起業家交流会 

マッチングで 

販路拡大 
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社会から注目される「シニア起業」 
ＮＨＫ「おはよう日本」「特報首都圏」「サキどり」 
TBS「NEWS23」、フジテレビ「ノンストップ!」 

週刊ダイヤモンド、日本経済新聞、読売新聞、朝日新聞等 
ガイアの夜明け、ワールドビジネスサテライト 
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利用者は１日3名増加中 
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