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1. アイデア発想シート (古いバージョンをベースとしているので、課題ではなくアイデアが書かれています)
元気になりたい、泣きたい
など気分によりぴったりの
漫画が見つけられるマッチ

ングサイト

完結した漫画しか扱わない
書店。(オンラインオフラ

インともに)
定額読み放題

短いジェルネイル専門サロ
ン。託児付きや支援センタ

ー内に出張可能

作りたい料理を伝えると八
百屋が肉も買っておいて自
宅まで運んでくれる商店街

サービス

エコな紙シート、お皿みた
いに使えて朝ごはんのお皿

を洗わなくて済む
オンライン講座

一日ひとねた配信で忘れな
いようにする。LINEで個
別相談も受け付ける

会話ゲームアプリにして遊
びながらやり取りを実践的

に学べる

子どもに読ませたい本を、
プロが漫画にしてくれるア

プリ
漫画 漫画で学ぶ 

英会話教室

後ろむきでも着られる子供
服と靴下のブランドを立ち

上げる
ストレス軽減

ある程度近づくと自動的に
画面が消える、 

タイマー付きで時間が過ぎ
ると画面が消えるテレビ

学校の授業にする 親業 
コミュニケーション方法

親業カフェ。店員さんが予
約した時間に30分程度親
業のきき方をしてくれ、気
持ちがすっきりする

学校、学童に定期的に無料
貸し出し

QRコードでかざすと読め
る漫画本(収納がかさばら
ない＆人に貸せる)

好きな漫画を選んで登録す
ると、自分だけの週刊漫画
雑誌になり、最新話が読め

るアプリ

お風呂がないけれど近くの
銭湯に入り放題のマンショ

ン

駅前カフェのポケトルサイ
ズでコーヒーサブスクリプ
ション。マイボトルで割引

カラオケ 
お昼ねプラン 

30分、布団貸し出し
母親学級で必須にする 書き込み式ワークシート販

売 無料化

ボランティアした人はポイ
ントがたまり自分が困った
ときに人にお願いできる

子どもが先生になる授業 学校で子どもの権利を授業
化する

漫画を読むこと 
漫画を描くこと 育児ストレス軽減 親業 

コミュニケーション方法

自重トレーニング専門のジ
ム。専門器具を使わないの
で自宅ででき、その分をコ

ーチ料に

痩せると返金制度があるジ
ム。目標達成具合により半

額になる

親子で通えるスポーツ教室
やジム(休日や平日の夜の
習い事の代わりに)

保育園義務化 子ども オンライン 
フリースクール 子ども 特技、興味 運動、ダイエット

運動器具のレンタル。気に
入ったら購入できる。(1か
月くらい長期レンタル可
能、飽きたら交換も)

運動 
ダイエット

昼休み時間帯だけに通える
格安プラン(1回300円とか)

夕方～夜まで学童を延長で
きる

商店街で日替わり子ども食
堂。毎日ご飯を提供する。
事前申請すれば店頭で支払

無し。抵抗感低い

長所や 
できたことしか 
書かない通知表

教材の企画編集 
DM、Web広告 チーム 家族時間を充実 チームでダイエットして目

標達成する
アスリートに自己管理の方

法を学ぶ講座 会社から椅子を撤去する

防災冊子マニュアル作成＆
配布 

(ネットで)

目標達成のためのステップ
を作り達成状況を親子で共

有できるアプリ

子向けワークショップ(新
聞つくりやアイディアづく

りなど)

ひたすらに聞くサービス。
30分500円

自己肯定感を高めるための
リフレーミングを含めたカ

ウンセリング

第三者が問題を聞きそれを
ラフやイラストに表して問
題をクリアにする

子どもの長期休暇と学生ア
ルバイトのマッチング。育
児のリアルを知れ、企業も

学生アピール

夏休みは子どももインター
ンシップとして会社へ行き
親の働く姿を見る

家族が一緒に通える習い事
(料理、鬼ごっこ、合唱な
ど)を見つけるサイト

ビジョンを持ち続けるため
に絵をかいておく方法を講

座で提供
企画編集 答えのない問題に挑戦する

学習塾

今聞く人カード 
今話す人カード 

などゲーム感覚で会議が進
むキット

チーム
転職前に1か月くらい働い
てお試しできる転職支援サ

ービス

子連れからの評価で検索で
きるホテルサイト 家族時間

ボードゲーム、カードゲー
ムのレンタル。気に入った

ら購入できる

100人企画対決サイト。選
ばれたら賞金が出る

インスタで2枚写真レシピ
配信(味噌汁など)

DMノウハウ×Web、 
プッシュ型とプル型両方が
できる広告コンサルサービ

ス

チームビルディングアプリ
(みんなで共有でき、定期
的に振り返ることができ

る)

プロのインタビュアー派
遣。聞き出してもらい、自
分の悩みの根本を解決する

いいねボタンを机に置いて
ガンガン押す。 

ドンマイボタンもある

全国の空き家を別荘として
利用できる検索サイト

何もないが逆に新鮮な、無
人島暮らし挑戦プラン

選んだ写真を毎月パネルに
してくれて簡単に壁に貼れ

るサービス
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2. アイデア一覧リスト
自分の関心事 価値/コスト 熱望 イノベーション・アイデア

育児ストレス 価値／コスト ◎

ショートスタイルのジェルネイル専門サロン、育児相談&託児スペース付き 
解決したいJOB…「育児のストレス軽減」 
①出産後の育児ストレスの軽減　②母親の、子供がいてもきれいでいたいという願いを満たす 
特長１、短い爪専門なので安い&早い　 
特長２、育児相談・コーチング付き(親業をつかったカウンセリングでも) 
特長３、定期的に通うシステム(回数券・サブスク) 
料金設定：3000円／回(相談は無料)30分　 
場所：子育て支援センターの出張スペースで定期開催、もしくは自宅サロン 

爪がきれいだと気分が上がる＆定期的に出かけ誰かと育児の悩みを話すことによりストレス減→手は四六時中見
るので、育児中優しい気持ちになるのではないか。 
もう少し先のアイディアとして 
・出産祝いのプレゼントに回数券のセット売り 
・同じく「サンゴのストレス軽減」のための商品・サービスを集めてキュレーションサイト&クーポン

親業 価値
会話ゲームアプリにして遊びながらやり取りを実践的に学べる 
親業を学んでいるのですが、どうしても忘れてしまうので、実践ベースで繰り返し学べるかなと。イメージは 
「ときメモ」です。。。本を読まない人や、新しい方でも楽しめるのではないかと思いました。

運動ダイエット 価値

自重トレーニング専門のジム 
専門器具を使わないので自宅ででき、その分をコーチ料に。ジムに通うには子育て中で時間がないので自重トレ
ーニングをしていますが本や映像じゃやっぱり不安なのでちゃんと教えてもらいたい・・ネットで探したのですが
あまりないかも？と思い通常のコースにプラスして有名ジムでもやってほしいなあと思ってます。
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3. ペルソナシート
1 年齢・性別  ユーザーは何歳なのか、男性か女性か 28歳　女性
2 人間関係  配偶者はいるか、子供はいるか、恋人はいるか、離婚しているか 結婚し、子育て中(0歳～1歳)
3 教育  どのような学歴・教育を受けたユーザーか 短大卒業、もしくは大学卒業
4 住まい  都会なのか、田舎なのか、どの都道府県か 東京、大阪などの都市部や都市部近郊(1時間以内)
5 同居者  親と同居か、ひとり暮らしか、家族と同居か 夫と子の3人暮らし。実家は遠くワンオペ状態

6 生活  起床・通勤・勤務・就寝時間は、外食派か自炊派か、休日は何曜日か 朝から晩まで子供と二人。午前中は公園、午後は支援センターなど。休日は家族で公園。月２・３回程度ママ友とランチに
出かける。話す内容は、お出かけ先やしつけなど。聞き役に回ることも多い

7 趣味  どんな趣味をもっているか、何に時間を割いているか ネイルは独身時代にハレの日にした経験あり
8 健康  体は健康か、病気をもっていないか、生活に問題がないか 子育てで疲れており、相談できるママ友もあまりいなく閉塞感
9 食事  どんな食事スタイルか、朝・昼・夜は食べるか、外食が多いか 家で食べることがほとんど。子供の食事作りが大変
10 服装  服装はおしゃれか、服装にお金をかけるか 今は節約する時期だと思っているのでユニクロや無印中心
11 決定権  決定権をもっているか、持っていない場合は誰がもっているか 夫と半々で決定
12 メディア  テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、インターネットの利用はどうか 育児の悩みはSNS検索。インスタやブログをよく見る(夜)
13 衝動  衝動買いするタイプか、じっくり検討して購入するタイプか 節約しているが、ストレスがたまるとついついお菓子やハンドクリームなどを購入してしまう
14 行動  電車を利用するか、車を利用するか 徒歩で行けるところがほとんど。
15 職業  どんな職業で働いている人か 事務(今は育児休業中)
16 肩書き  役職や肩書きはどんなものがついているか 特になし
17 稼ぎ  月、年間どれぐらい稼いでいるか 出産前は400万、今は育児休業中なのでほぼなし。夫は600万
18 価値観と思考  お金への価値観はどのようなものか ～ 浪費家、節約家、投資家 自分に稼ぎがあるので、自分のために使うことにハードルが低い
19 支払  クレジットカード、デビットカード、現金主義など 電子マネーに抵抗がない
20 貯蓄  貯蓄はあるか、または行うタイプか、貯蓄や貯金はいくらあるか 子どものために貯蓄を始めた
21 交際費の金額  外食はどのくらいまでお金を使うか、いくらのランチを食べるか ランチは1200円まで(都心)　平日は節約
22 PC  パソコンは保有しているか、何台持っているか 家族兼用のものを持っている
23 スマホ  スマホは保有しているか、何台持っているか スマホ(iphone)
24 デバイス  何を利用してネット環境にアクセスするか スマホ100％
25 SNS  どんなSNSを利用しているか、情報を発信するか、受信のみか インスタ、フェイスブック(情報検索)ブログ(閲読)
26 購買  ネットを通じて購買を行うか アマゾンでほぼ購入(子連れで買い物しにくい)、生協活用
27 環境  インターネット環境があるか、どれぐらいの時間利用するか 夜1~2時間程度

28 トレンド感度  トレンドへの感度はどのくらいか 子どもの習い事や子育て法を気にする、美容も気にしているがあきらめている感もある(今は子供のために…という気持ち)
ベビーマッサージなど子供によいママになりたいと思い参加するが自分のことについては後回しになりがち
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4. インサイトシート
[言動] どんなことを話してる？ どんな行動をしてる？ 

(施術中) 
最近忙しくて、自分のことに時間をかけられなかったからうれしい。 
この色元気が出る、大好きな色なんです。 
ママだってこれくらいおしゃれしていいよね。 
話を聞いてもらってなんだかすっきりしました。あまり自分のことを話す機
会がないので…。ママ友ともあまり悩み相談まではできないし。自分のこと
ばかり話すわけにもいかないし。 
久しぶりに外に出てリフレッシュしている。せっかくだからどこか近くのお店
にランチにでも行こうかな。 

(帰宅後) 
手を見てニヤニヤする。 
イラっとしたときに爪のにこちゃんマークをみて「笑顔！」と思いだす。 
次のネイルを楽しみにする。

[思考・感情] なにを考えてる？ なにを感じてる？ 

自分のことにお金と時間をかけられることがうれしい。 
たまのごほうび。 
きれいな自分がうれしい。 
誰かに見せたいな、と前向きな気持ち。 
子どもと一緒にサービスを安心して受けられる(預けるなどの手間がない) 
自分の話(子供の話)を聞いてもらいたい、肯定してもらいたい 
外出するとリフレッシュできる。いつもの毎日のマンネリの打破 

キレイな爪を見て、前向きになる。 
相談して嬉しかった言葉や安心した言葉を思い出す。

[インサイト] 行動や思考の奥にある、人を動かす無意識の心理 

育児ストレスからくるイライラにちょっとだけでも距離を置き、子育てに前向きな自分になりたい。 
ママだってきれいになりたい、という欲求を、世間の目を気にしない範囲で、満たしたい。 

私は私なりに、頑張っているという事実を忘れがちなのを、思い出すことで前向きになる。自信を持ちたい。 
ママでもちゃんときれいな自分でいたい。女性であるという喜び。 
自分の子どもの話をもっと聞いてもらいたい。 
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5. 代替品調査シート (フリーフォーマット)

サービス 足りないもの マネできそうなもの

託児付きネイルサロン・出張サロン・美容院 育児相談なし キュレーションサイトとして取りこむとか

託児付きジム 育児相談なし

おやこヨガなどの運動サークル 育児相談なし

ベビーマッサージなど子供向けサービスの講習会 ママ自身が癒されるサービスではない

子育て支援センター 自発的なママ友との会話のみ 行きやすい・通いやすい。なじみの保育士やママ友
がいる。託児サービスを連携できそう

ホテルの宿泊プランなど(ごほうび) 一時的なものにとどまる 
利用料が高い(5000円～？？？)

エステ 一時的なものにとどまる。育児相談なし 
利用料が高い(1万円～？？)

マドレボニータ 
(産後エクセサイズ&自己啓発)

ひと月のみの開催。運動や話し合いが嫌いな人はい
きにくい。育児相談ではない。料金が高め(1万円)

定期的に通うことで自分の将来や、悩みを相談しや
すい仲間を得る

地域の子育て悩み相談室 ママの癒しサービスがない 
相談ハードルが高い(深刻な悩み)

深刻な悩み・専門家の助けがいる悩みの場合の窓口
としての機能

保育所・一時預かり先の保育士 ママの癒しサービスがない

　[インサイト１]　育児ストレスからくるイライラにちょっとだけでも距離を置き、子育てに前向きな自分になりたい。 
　[インサイト２]　ママだってきれいになりたい、という欲求を、世間の目を気にしない範囲で、満たしたい。
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6. アイデアサマリー (ピボット前)

ネーミング

Smile Nail ～ママのための育児コーチングつきジェルネイル専門サロン～ 
　特長１　短い爪専門なので安い&早い　 
　特長２　育児相談・コーチング付き 
　特長３　定期的に通うシステム(回数券・サブスク) 
　料金設定：3000円／回(相談は無料)30分　 
　場所：子育て支援センターの出張スペースで定期開催、もしくは自宅サロンなど

顧客セグメント 25歳～35歳くらいの育児休暇中のワーキングマザー

インサイト 育児ストレスからくるイライラにちょっとだけでも距離を置き、子育てに前向きな自分になりたい。 
ママだってきれいになりたい、という欲求を、世間の目を気にしない範囲で、満たしたい。

顧客の課題 毎日の育児ストレスや、悩み・ちょっとした話を聞いてくれる大人が不在で鬱々としている。 
子ども優先でケアできていない自分にたいして「女性としての価値」が下がっていると感じる。(しかし世間の目も気になる)

事業の着眼点 ネイルをすると気分が上がる、前向きになる。定期的なケアが必要＝育児の相談との相性。

代替品(問題点) 代替品調査シート参照

協力者の候補 個人・託児付きのネイルサロン経営者に子育てコーチングを学んでもらいサービスとして提供する。 
地域の子育て支援センターに場所を提供してもらう。深刻な育児の悩みは保健所との連携など地域福祉の一環としての可能性もある。
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6. アイデアサマリー (ピボット後)

ネーミング

シェア・ナイトナニー 
学生や希望者を対象に、研修・同行を行い認定。派遣希望者の自宅へ派遣。 
10時～7時（10時間）勤務中、最低5時間の休憩時間を保障　5000円/回＋交通費支給　 
利用料金は7000～6000円+交通費など実費/回（継続利用で割引あり）/登録料3000円 
夜食1回の提供、仮眠スペースとキッチン、洗面台貸出しを派遣先に依頼 
※産後ドゥーラ資格保有のコーディネーター1名が、最初の数回は同行。（必要に応じて） 
※希望者には研修を継続的に続けるなど育児について学べるカリキュラムを用意 

顧客セグメント 育児中の母親。ワンオペなど夜間の育児のサポーターが近くにいない、世帯年収500万～

インサイト 夜間の育児のサポートをしてほしい（授乳以外の育児） 
専門的なサポートでなくても、ある程度頼りになる人の手が欲しい

顧客の課題 夜間の育児で睡眠が十分にとれない。孤独を感じている（自分一人しかいない、と頭でわかっているが体力的につらい） 
経済的に通常のシッターを継続的に頼めない

事業の着眼点
シッターの価格を下げる工夫＝学生の育児体験と仮眠OKというスタンスで半額以下に 
ミルク・ねかしつけなのである程度の知識と経験で十分にできる（研修・認定を行う） 
プレママ予備軍へのマーケティングの可能性

代替品(問題点)
キッズライン：夜間対応可能な人あり（東京だと1700円～2500円）プラットフォーム型のためやり取りはお互いにおまかせ 
→ 担当する人により当たり外れあり、人版頼むと2~3万（10時～7時として、10時間） 
世田谷区産後ケアセンター　生後3か月まででしか利用できず。　1泊9000円、事前予約必要。回数制限

協力者の候補 チームdot.のみなさまへヒアリング（やってみたいか）、産後ママアンケート（つかってみたいか） 
産後ケア認定カリキュラム制作先（地域の子育て支援センターや保育士、保育ママなど）、保険会社
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7. ジョブシート
顧客 ジョブの種類 状況 ジョブ

子育て中のママ 

(環境)ワンオペなど夜に頼
れる大人が近くにいない 

(金額)経済的にシッターを
継続的に頼めない 

(世帯年収500～700万) 

(状態)子どもの夜泣きや夜
間授乳などで体力的に限界

を感じている 

(子育て感)自分でどうにか
しないといけないと責任を
感じている、子どもと離れ
ると精神的に何か問題があ
るのではないかと心配。で
きるだけ関わりたいけれど
体力的に辛いジレンマ 

(感情)夜間の育児に孤独を
感じている

機能ジョブ 
(目の前のなにかを 
どうにかしたい)

生後0か月から2か月までのリズムができない時期。
母乳中心で、赤ちゃんもすぐに起きる(2時間ごと)。
夜の授乳とおむつ、寝かしつけに２時間くらいかか
ってしまい結局ねれない。または2～3時間の細切れ
の睡眠だけ。結果、朝も疲れが残り次の夜が恐怖に

代わりにおむつ、だっこして寝かしつけてほしい 
我が子が授乳後、すぐに寝てほしい

感情ジョブ 
(自分がこう感じたい 
感じたくない)

昼間お出かけをしたりすると「今晩は寝てくれるか
な」「今寝かしちゃうと夜大変化も」と常に夜のこ
とを考えて、心配になる。疲れているところを、リ
ズムが狂わないように沐浴を頑張っても、結果寝な
かったりでぐったり

夜の育児を気にせず、昼間のイベントをおもいっき
り楽しみたい

肩こり、頭痛(抱っこや授乳で)がひどい。お風呂に
ゆっくり入れない

たまった疲れをとってすっきりしたい

周囲の励ましもイライラしてしまうほど、やり方に
正解がなく、焦っている。「こうしたら？」と言わ
れると「こうしなくちゃいけない」に聞こえて、で
きない自分を責める

手を抜くということを自分で肯定し、自己肯定感を
高めたい「これでいいのだ！」

社会的なジョブ 
(人にこう思われない 
思われれたくない)

シッターを雇っていると言いにくい (収入が何とな
くわかってしまう、または周りは一人で頑張ってい
るのに。。。と言われて傷つく)

社会貢献など前向きな理由が欲しい (家族留学に登
録して受け入れている、のほうが「子どもと遊ぶ人
を雇っている」よりもFacebookなどで言いやすい)
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8. バリュー・プロポジション・シート
顧客の持つジョブ 顧客のゲイン ゲイン・クリエーター 顧客のペイン ペイン・リリーバー 製品とサービス

子供の寝かしつけがつらい 
育児を楽にしたい

慢性的な睡眠不足 夜にぐっすり眠ること ベビーシッター 
特に夜に代行してほしい心身ともに疲労困憊 夜にぐっすり眠ること

夜間の育児に感じる孤独 悩み相談や助けあい 育児のコミュニティ

昼のお出かけを楽しみたい

日常を楽しむ 一人で行動する支援 気軽で安心な託児

おしゃれ ママに特化したサービス ママ専用ネイル

友達とおしゃべり 託児できる場所 託児カフェ

気分転換 託児できる旅行 託児旅行、託児ホテル

溜まった疲れをとりたい
肩こりや頭痛 マッサージ ママ専用マッサージ

お風呂もせかせか 気軽な託児 気軽なベビーシッター

子育ての正解がわからない
これが正しいのか不安 相談相手、育児の先輩 育児のコミュニティ

すぐ自分を責めがち メンター、育児の先輩 育児のメンター

いいママと見られたい 手抜きと思われたくない メンター、育児の先輩 育児のメンター
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9. ビジネスモデルキャンバス
Key Partners 
(パートナー) 

基盤制作会社 
個人情報管理会社 
保険 
プログラム制作監修先 
実技練習先

Key Activities 
(主な活動) 

ナニー派遣 
データによる管理 
メルマガ。イベント企画 

Value Proposition 
(価値提案) 

夜の育児サポート 
夜泣きへの役立ち情報 
ママ友達とのつながり 

Customer Relationships 
(顧客との関係) 

パーソナルアシスタンス

Customer Segments 
(顧客セグメント) 

子育て中のママ 
ワンオペで孤独 
一般家庭の経済力 
(世帯年収 500～700万円) 

Key Resources 
(主なリソース) 

Webサイト 
メルマガ、社内SNS 
人的資源 

Channels 
(チャネル) 

ウェブ 
メルマガ 
コミュニティ 

Cost Structure (コスト構造) 

Webサイト開発／運用費 
プログラム製作費／認定費／監修費 
ナニー人件費 
販売および一般管理費 (広告費、イベント費、管理人件費)

Revenue Streams (収益の流れ) 

サービス料支払い 
メルマガ、イベントでの収益 
ライセンス認定料 (パッケージとして講習などで販売) 
夜泣き防止、実例のノウハウの販売 (書籍化、イベントで講習)
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夜の子育てをシェアする 
SHARE NIGHT NANNY

プロトタイプ・サンプル (パンフレット型)
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1985年 日本IBM株式会社に入社 
1991年 株)フレックスファームを創業 
2000年 x-Servlet が日経広告賞、日経製品賞を受賞 
2001年 バブル崩壊により、創業者追放の憂き目に 
2005年 株)ループス・コミュニケーションズを創業 
2009年 ブログ「in the looop」を執筆開始 
2011年 書籍「ソーシャルシフト」(日経出版) を上梓 
2016年 学習院大学 経済学部特別客員教授に就任 
2016年 書籍「再起動  リブート」(ダイヤモンド社) を上梓 
2018年 ブログ「join the dots」を執筆開始 
2018年 幸せ視点の経営学を学ぶ「hintゼミ」を開講 
2020年 ビジネス・ブレークスルー大学 教授に就任 
2020年 書籍「業界破壊企業」(光文社) を上梓

制作者プロフィール　斉藤 徹 (さいとうとおる)
1961年12月12日生まれのAB型、原宿近辺に在住 
愛するもの … ストーンズ、ホール&オーツ、拓郎、サザン初期、
ターニャ、今を生きる、青島刑事と湾岸署、ジョブズ、野菜、
sunao、ループス、dot、hint、スライドづくり、穏やかに生きる

「hintゼミ」にご興味ある方は hintゼミ

幸せ視点の経営学とイノベーションを学ぶ「hintゼミ」を開講しています

■ 社内向け講演実績 (掲載許可をいただいた企業のみ) 
アント・キャピタル・パートナーズ様、NHKエンタープライズ様、NTTアド様、関西
電力様、カスミ様、KDDI様、コナミデジタルエンタテインメント様、静岡朝日テレビ
様、静鉄ストア様、資生堂様、スポーツオアシス様、大広様、D2コミュニケーション
ズ様、DAC様、デルフィス様、電通様、電通テック様、トッパン・フォームズ様、日清
食品様、日本オラクル様、日本ユニシス様、博報堂様、博報堂DYメディアパートナーズ
様、パナソニック様、BSフジ様、ビルコム様、フレッシュ・デルモンテ・ジャパン様、
三菱UFJニコス様 他 

■ 顧客むけ講演実績 (掲載許可をいただいた企業のみ) 
アイエムジェイ様、IMJ様、IFIビジネススクール様、朝日インタラクティブ様、アスキー
総研様、ITマネジメントサポート協同組合様、EO大阪様、ADTECH様、アライドアー
キテクツ様、茨城県経営者協会様、ココロザシ大学様、インフォバーン様、Web2.0様、
ACフォーラム様、NTT様、OAG税理士法人様、大阪アドバタイジング協会様、大塚商
会様、オプト様、カレン様、川崎商工会議所様、企業研究会様、グローバルコモンズ様、
神戸ITフェスティバル様、神戸商工会議所様、コミュニティデザイン様、佐賀県高度情
報化推進協議会様、佐賀商工会議所様、CIOマガジン様、ジークラウド様、GPオンラ
イン様、JPモルガン証券様、消費者関連専門家会議様、翔泳社様、情報通信総合研究所
様、新聞広告協会様、セールスフォース・ドットコム様、ソフトバンク様、ソリューショ
ン研究会様、大日本印刷様、タスク様、調布青年会議所様、ツイートアカデミー様、
ティップネス様、デジタルハリウッド大学様、TechWave様、デロイトトーマツ様、凸
版印刷様、トッパンフォームズ様、ドラッグストアMD研究会様、日冠連経営者協議会
様、日本経済新聞社様、日経BP様、日本アドバタイザーズ協会様、日本ATM様、日本
オラクル様、日本カードビジネス様、日本経営開発協会様、日本小売業協会様、日本シ
ステム開発様、日本商工会議所様、日本生産性本部様、日本製薬工業協会様、日本綜合
経営協会様、日本チェーンストア協会様、日本電気様、日本マーケティング協会様、PR
現代様、ビジネスバンク様、ビジネスブレイクスルー様、富士ゼロックス様、富士ゼロッ
クス総合教育研究所様、保険サービスシステム様、毎日コミュニケーションズ様、マイ
ンドフリー様、丸の内ブランドフォーラム様、三菱UFJモルガンスタンレー証券様、宮
城大学様、メンバーズ様、LineUp様、楽天様、リックテレコム様、流通科学大学様 他 

企業向けセミナー承ります。お気軽にご連絡を  …  saito1212@gmail.com

□ 新しい事業やサービスをゼロから考えたい 
□ 最小コストで成功する事業を起ち上げたい

1. 経営クラス

3. イノベーションクラス

□ 指示なしで自律的に動くチームをつくりたい  
□ 心理的に安全な場のつくりかたを知りたい

□ 社員の幸せが成果を生み出す組織をつくりたい 
□ 社員が働きがいを感じる組織をつくりたい

2. リーダークラス


