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自立心を引き出す！
iSB公共未来塾

Human Resource Management Program

7月3日〜8月20日

（全22講座＋報告会2回）

たい経営者の方
社員の自立心を高め
たい女性の方
自分の想いを実現し
起業を志す学生
必見！

経営者の方

企業は人なりと言われますが、あなたの会社はいかがですか？
従業員一人ひとりが「やりたい！」意思を持ってもらえる仕事力を伝えましょう。

女性の方

「やってみたい！」
を実現しませんか？
みんなで一緒に一歩を踏み出しましょう！

A

会場

学生の方

自分の足跡を見て飛躍の
「力」
をつかみましょう。
先輩からのメッセージは必見です！あなたの未来にワクワク〜ドキドキしましょう。

B

biz BEACH CoWorking

ビジネスに関わる企業や社会人の方のビジネス支援に、
またものづくりに興味のある学生の方が集うコワーキン
グ＆イベントスペース

受講料

会場

パシオンTOKYO

主に女性が子育てしながら起業したいという夢を、実績
のあるインキュベーションマネージャーやスタッフが情熱
的にサポートする女性向け創業支援施設
※キッズスペースあり

!
先着40名！
計
Value Price
合
場
会
2
￥23,000 で全２２講座＋報告会（２回）
！ しかも2会場の重複受講ＯＫ！
非常に価値ある講座内容となっております

※本セミナーはどちらの会場でも、また同じ講座を重複して受講頂いても結構です。
日程
NO.1
NO.2

biz BEACH CoWorking

NO.5
NO.6

テーマ

7月3日（日） 9:30〜11:00 7月5日（火） 10:00〜12:00 オリエンテーション

NO.10

8月5日（金） 18:00〜19:30 8月4日（木） 10:00〜12:00 法人設立・運営に必要な知識を身に着けよう

13:00〜15:00 ビジョンを描こう

19:30〜21:00

13:00〜15:00 ロジック・モデル・シートをつくろう

中間報告

13:00〜15:00 営業力を身に着けよう

7月31日（日） 13:00〜17:00 ＠biz BEACH CoWorking ※２会場合同中間報告会

テーマ

NO.13

15:00〜16:30

19:30〜21:30

パシオンTOKYO

8月2日（火） 18:00〜19:30 8月2日（火） 10:00〜12:00 広報戦略を立てよう

NO.14

7月12日（火）18:00〜19:30 7月12日（火）10:00〜12:00 ロジック・モデル・シートとビジネス・モデル・シートとは NO.15

7月26日（火）18:00〜19:30 7月26日（火）10:00〜12:00 商品・サービスを磨こう

biz BEACH CoWorking

NO.11

13:00〜15:00 新しい社会システムと社会性重視の経営へ NO.12

NO.7・8 7月22日（金）18:00〜21:00 7月22日（金）10:00〜15:00 ロジック・モデル・シートをつくろう
NO.9

日程

11:00〜12:30

13:30〜15:00 7月8日（金） 10:00〜12:00 先輩起業家から学ぼう

NO.3
NO.4

パシオンTOKYO

NO.16

19:30〜21:00

13:00〜15:00 会計の基礎知識を身に着けよう

19:30〜21:00

13:00〜15:00 創業に必要な資金を集めよう

19:30〜21:30

13:00〜15:00 ビジネス・モデル・シートのつくり方

8月9日（火） 18:00〜19:30 8月9日（火） 10:00〜12:00 社会性と事業性を生み出す経営

NO.17・18 8月11日（木）18:00〜21:00 8月11日（木）10:00〜15:00 ビジネス・モデル・シートをつくろう
NO.19
NO.20

8月16日（火）18:00〜19:30 8月16日（火）10:00〜12:00 プレゼンテーション
19:30〜21:00

13:00〜15:00 ビジネスモデルをつくろう

NO.21.22 8月18日（木）18:00〜21:00 8月18日(木） 10:00〜15:00 ビジネスモデルをつくろう

8月20日（土） 13:00〜17:00 ＠biz BEACH CoWorking ※２会場合同成果報告会

成果報告

受講概要
■会

場

biz BEACH CoWorking
（京急蒲田）

■期

間

※両会場どちらでも、
また同じ講座を重複して受講も可能 ■講

座

パシオンTOKYO
（大森）
■定

員

biz BEACH CoWorking
パシオンTOKYO

7/3-8/20 （全１２日）

7/5-8/20 （全１3日）

全２２講座＋報告会
（２回）

biz BEACH CoWorking ２５名

■締切り ６月３０日
（木）

パシオンTOKYO １５名

■受講料 ￥23,000
（税込） ※教材費含む

◆主催：biz BEACH CoWorking（株式会社エイチエヌディー・プラス）、パシオンTOKYO（特定非営利活動法人男女共同参画おおた）
◆共催：公益財団法人日本サードセクター経営者協会
（JACEVO）
※詳細は裏面をご覧ください。

優秀な講師陣
株式会社Surpass 代表取締役

コミュニケーションインストラクター

1979年、東京都生まれ。

国内航空会社において、研修の企画、実施にかかわるととも

20歳から起業を志し、大企業、ベンチャー、外資系と、複数の法

に、全国事業所の社内インストラクターを養成。現在は、
コミュ

人営業を経験し、2008年に
「営業のあり方を変えたい」
という

ニケーション、顧客満足についての企業研修を実施。自分を

思いで、株式会社Surpassを創業。

知った上で他者を理解し、その場にふさわしい自己表現を可能

現在、上場企業を中心に新規事業の立ち上げ支援やSPO

にすることを目指す。

（セールスプロセスアウトソーシング）
を展開中
株式会社スコラコンサルトプロセスデザイナー

株式会社ジェイスリー 取締役副社長兼プロデューサー

起業で重要なポイントは自己の商品化と考え、その人のオン

リクルート、
ソニーマガジンズなどのエディトリアルのアート

リーナンバーワンで勝負できる商品・サービスづくりを支援し

ディレクターを歴任後、現在企業や自治体の課題解決のため

ている。スモールビジネスも含め、多数の起業家を世に送り

各種メディアを使ったセールス・プロモーションに従事。

出す。 後継者がリードする事業変革、組織変革の支援にも定
評がある。
「東洋経済 Books Online」
連載
特定非営利活動法人男女共同参画おおた理事長

株式会社ＮＫ７コンサルティング

手がけたイベントのほとんどが定員オーバー
（平均応募倍数

中央大学商学部卒業後、少人数の税理士事務所をへて、国内

は3.3倍）
となるカリスマプランナー。そのノウハウを教えて

最大級外資系税理士法人に勤務し、外資系企業への会計税

代表

欲しいと全国の自治体やNPO、市民団体から講演依頼が殺

務やコンサルティング業務に従事。平成23年東京都大田区

到し、
日本全国年間150ヵ所以上の講演を行う。著書に
「人が

にて古谷裕子税理士事務所開業。創業支援・女性社長の支援

集まる！行列ができる！講座・イベントの作り方」
講談社+α新

に尽力。

書）
など。
公益社団法人日本サードセクター経営者協会
（JACEVO）
執行理事
東京海上火災保険
（株）
勤務、
３０代で史上最年少の婦人会長、町議会議員、複数の自治体の政策アドバイザーを務める。サードセクター組織の経営のコ
ンサルティングには定評がある。内閣府新しい公共の推進会議委員、中小企業庁NPO等新たな担い手に関する研究会委員、経済産業省ひとづくりの
切磋琢磨による地域創生実行会議委員、地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会委員等歴任。
著書
「サードセクター組織のためのビジネスモデルワークブック」
JACEVO2011年等。早わかり子ども子育て支援新制度
（ぎょうせい）
、稼ぐＮＰＯ
（株
式会社カナリアコミュニケーションズ）

JACEVOとは？
全国初のサードセクター組織すべてを対象とした経営者のための組織です。
（2008年〜）
事業の柱は3つです。経営者を
「つなぐ」
「のばす」
政府・行政、企業セクターに
「提言する」
JACEVO認定コンサルタントが企業支援いたします。

iSB公共未来塾について
iSB公共未来塾は塾に集まる
「ひと」
のi輪によって、
「公共の未来」
を社会的価値と経済的価値を創出していく新しいタイプの塾です。

今回、おおた起業塾のカリキュラム作成にご協力いただいております。

お申し込み・お問い合せ
Ａ会場

biz BEACH CoWorking

B会場

京急蒲田駅 徒歩約3分／JR蒲田駅 徒歩約10分

パシオンTOKYO

京急大森海岸駅 徒歩5分／JR大森駅
（東口）
徒歩5分

〒143-0016
東京都大田区大森北2-3-15
第15下川ビル4階
TEL：03-6423-1840
FAX：03-6423-1841
E-mail：info@passion-tokyo.com
URL：http://passion-tokyo.com/

〒144-0035
東京都大田区南蒲田１丁目２０−２０
大田区産業プラザＰ
ｉ
ｏ2階
TEL : 03-6428-7680
FAX : 03-6428-7681
E-mail : entry@bizbeach.jp
2F
URL : http://www.hnd-plus.com

※本セミナーはどちらの会場でも、
また同じ講座を重複して受講頂いても結構です。

iSB 公共未来塾のお申込はこちらから
氏

名

メールアドレス
住

所

所

〒

■biz BEACH CoWorking

@

TEL 03-6428-7680／FAX 03-6428-7681

属

電話番号

■パシオンTOKYO

TEL 03-6423-1840／03-6423-1841

お申し込みは電話もしくはFAX、メールで主に受講を希望される会場へお願いします。

