
 

 

 

 

あなたは今どこに行こうとしていますか？なぜ起業したのか？起業が順調にいってますか？一度振り返ってみません

か？起業する上で想いは大切ですが、想いだけでは実現できません。起業時の初心（想い）を振り返ることで「目標」を明

確にし、確実に「ステップアップ」することを目指します。そのための答えはあなたが持っています！糸口をつかむことを
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