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5すごい事業のつくりかた

A 新事業のアイデア、どうつくる？
[事業アイデアの創出と企画の技術]

hintゼミ 
無料体験講座
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最初に、ほんのすこしだけ 
  僕のお話をさせてください。
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斉藤徹　失敗と学びの半生
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主観的
今思うと安定して 
いたIBM時代 創業1年、絶好調 

社員40名に拡張

日本IBM フレックスファーム ループス

注目ベンチャーへ 
時価総額100億円

フレックス株売却 
ループス創業

金融危機、資金調達 
失敗。倒産の危機

バブル崩壊。解雇され 
銀行と裁判。自宅競売

取引先から裁判 
大家から自宅仮差押え

オウム真理教社員が 
10名。資産横領事件

NTT規制でどん底へ 
倒産寸前へ

日本リースが倒産 
またも倒産寸前へ

ループス再生 
ソーシャルシフト執筆

幸 
せ

不 
幸 
せ

学習院大学 客員教授 
学生たちとdotを設立

BBT大学 専任教授 
業界破壊企業 執筆

幸福度
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2016年、ダイヤモンド社から出版した 
起業家としての僕の自叙伝😭

たぶん、びっくりするほど 
生々しい、起業家としての 
歩みを書いてます。
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① 世界を変えるようなビッグアイデアをひらめく 
② 経営環境を分析し、立派な事業計画をつくる 
③ 起業チームを結成し、起業資金を集める 
④ オフィスを借りる、人を雇う、ウェブをつくる、広告をする 
⑤ いかにお金を集めるか、いかに集客するか 
⑥ 社員とも顧客とも、お金を通じた関係になる 
⑦ キーとなるのは、資本戦略、製品戦略、マーケティング戦略 
⑧ 目標は、最短距離の成長、トップシェア、企業価値の最大化

ドットコムバブルのころの僕は …
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① 自分が夢中になれるスモールアイデアをひらめく 
② 計画より前に、経験を積み、学習し続ける 
③ その過程で、コンテンツが磨かれ、同志の輪が自然と広がる 
④ 価値観をともにする友人のチカラを借りて、小さく始める 
⑤ いかにいいサービスをつくるか、いかに顧客の事前期待を上回るか 
⑥ 一期一会。人との出会いを大切にする 
⑦ 無理に告知しない、無理に戦略をたてない、無理に拡大しない  
⑧ ビジョンはあるが、自然な流れを大切に、幸せの連鎖を広げる

でも、今の僕は …
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ハッピー・イノベーション、４つの特徴

起業コスト 
最小化

科学的 
事業創造

一期一会 
自然な成長

アイデア 
幸せ起点

× × ×
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今日のお話は 

幸せ視点で考える、自然と広がる事業のつくりかた 
by 「濃い実体験」×「最新イノベーション」 

まずは、ムービーをごらんください。
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チームビルディングをしよう

© 2018 Toru Saito & Eigo Mori
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マシュマロは、思ったよりも重い

顧客の反応は、思ったよりも冷たい
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では、どのようにマシュマロをのせれば 
最も早く、最も安く、最も確実に 

「自然に広まる新事業」を生み出せるのでしょう？
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プロトタイプ 
(PSF)

最小機能製品 
(PMF)

事業アイデア 
(CPF)

リーンスタートアップ、３つのマシュマロ
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ゼロから事業アイデアを生み出して 
３つのマシュマロをうまく乗せていく 

そのためのメソッドが「hintフレームワーク」 

最新のイノベーションノウハウを組み合わせ 
実践で磨き続けてきた知見の集大成です
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今
日
の
お
話
は
こ
こ

幸せ視点のイノベーションを創造する「hintフレームワーク」

　　③ ユーザーに共感する

　　④ 対話してアイデアを磨く
ペルソナ 
インサイト

CPF 
(顧客課題FIT)

　　⑥ プロトタイプを制作する

　　⑤ ソリューションを考える

　　⑦ ビジネスモデルを構想する

　　⑧ プレゼンテーションする

ジョブ 
カスタマージャニー

ビジネスモデル 
キャンバス

PSF 
(課題解決FIT)

　　⑨ 最小機能製品を開発する

　　⑩ 市場で、評価と改善を繰り返す
はじめの100人 
ファンベース

PMF 
(製品市場FIT)

　　① イノベーションを発想する

　　② アイデアをひとつに絞る
hint  

0to1 メソッド0 to 1
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人は本当に好きなことしか続けられない。 
僕はそう確信している。 

だから、好きなことを探してみるんだ。

Apple 創業者 
スティーブ・ジョブズ

Zero to One ～ アイデアを発想する
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　　① イノベーションを発想する

　　② アイデアをひとつに絞る

幸せ視点のイノベーションを創造する「hintフレームワーク」

hint  
0to1 メソッド

　　③ ユーザーに共感する

　　④ 対話してアイデアを磨く

　　⑥ プロトタイプを制作する

　　⑤ ソリューションを考える

　　⑦ ビジネスモデルを構想する

　　⑧ プレゼンテーションする

　　⑨ 最小機能製品を開発する

　　⑩ 市場で、評価と改善を繰り返す

ペルソナ 
インサイト

ジョブ 
カスタマージャニー

ビジネスモデル 
キャンバス

はじめの100人 
ファンベース

CPF 
(顧客課題FIT)

PSF 
(課題解決FIT)

PMF 
(製品市場FIT)

0 to 1
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① Why 
自分の関心事を 
探索し

自分が「心の底からほしい」と感じる「クレイジーアイデア」を最短距離で発見する

③ How 
正しい問いで 
アイデアを閃く

② What 
解決したい 
課題を発見し
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あなたの関心事は？
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ふたつの立場から、自分の好きなことを探してみよう

生産者としてのあなた 
(製品をつくる人)

消費者としてのあなた 
(製品をつかう人)

つくる つかう

(商品やサービス)
特技

興味
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法人の新規事業には「２つの着眼」があります

新市場型 
イノベーション 
(価値に力点)

事業の多角化

持続的 
イノベーション

ローエンド型 
イノベーション 
(コストに力点)

既存製品 新規製品

既
存
市
場

新
規
市
場

知識

顧客

② 法人の新規事業を考えるケース
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左右上下のマンダラの中央に「自分の関心事」を書きうつそう

自分の関心事① 自分の関心事② 自分の関心事③

自分の関心事① 自分の関心事② 自分の関心事③

自分の関心事④ 自分の関心事④ 自分の関心事 自分の関心事⑤ 自分の関心事⑤

自分の関心事⑥ 自分の関心事⑦ 自分の関心事⑧

自分の関心事⑥ 自分の関心事⑦ 自分の関心事⑧

アイデア発想マンダラート (個人の新規事業)
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関心事の 
まわりに 
課題はある？
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イノベーション発見のヒント

破壊的イノベーション、３つの原則　

1. 「過剰機能のサービス」と「無消費の顧客」を探す 
2. 「Good Enough (これで十分)」も大きな価値になる 
3.   競合企業が「魅力がない、関心がない分野」を探す

クレイトン・クリステンセン著「繁栄のパラドクス」

① スキル　 ：専門家のヘルプがないと使えない 
② お金　　：ほしいけれども高くて買えない 
③ アクセス ：特定の場所や状況でしか使えない 
④ 時間　　：面倒だったり時間がかかりすぎる

無消費を生む障壁(バリア)
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「自分の関心事」に関係する「解決したい課題」を発見しよう

課題① 課題② 課題③ 課題① 課題② 課題③ 課題① 課題② 課題③

課題④ 自分の関心事① 課題⑤ 課題④ 自分の関心事② 課題⑤ 課題④ 自分の関心事③ 課題⑤

課題⑥ 課題⑦ 課題⑧ 課題⑥ 課題⑦ 課題⑧ 課題⑥ 課題⑦ 課題⑧

課題① 課題② 課題③ 自分の関心事① 自分の関心事② 自分の関心事③ 課題① 課題② 課題③

課題④ 自分の関心事④ 課題⑤ 自分の関心事④ 自分の関心事 自分の関心事⑤ 課題④ 自分の関心事⑤ 課題⑤

課題⑥ 課題⑦ 課題⑧ 自分の関心事⑥ 自分の関心事⑦ 自分の関心事⑧ 課題⑥ 課題⑦ 課題⑧

課題① 課題② 課題③ 課題① 課題② 課題③ 課題① 課題② 課題③

課題④ 自分の関心事⑥ 課題⑤ 課題④ 自分の関心事⑦ 課題⑤ 課題④ 自分の関心事⑧ 課題⑤

課題⑥ 課題⑦ 課題⑧ 課題⑥ 課題⑦ 課題⑧ 課題⑥ 課題⑦ 課題⑧
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問いで 
ひらめき！
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イノベーションを創発するのは、質の高い「問い」

単純な世界 複雑な世界

価
値

高

低

問い

答え

インターネットにより専門知識の消費期限が短くなり、多くの知識はいつでもどこでも手に
入るコモディティとなった。今、価値が高いのは「問い」である。それはあたかも、無限に 
広がる人類の集合知のうち、大切な一部分に「明かりを灯す懐中電灯」のようなものだ。

30

知識の時代から、問いの時代へ
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「新しい着眼点」を示唆するクエスチョン

1. 悪い面を除くと、どうなる？ 
2. いい面を伸ばすと、どうなる？ 
3. そもそもの前提を疑うと、どうなる？ 
4. 真逆を追求すると、どうなる？ 
5. ニーズを分割すると、どうなる？ 
6. 問題おきる前に、対応しちゃわない？ 
7. なにか、別のものを組み合わせられない？ 
8. セルフサービスにできたりしない？ 
9. 定期的なサービスにしたら、いいことある？ 
10. モノや流れの上下左右や裏表を逆にしたら？
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「新しい価値観」を模索するクエスチョン

1. 報酬のかわりに、自己成長を実感してもらうのはいかが？ 
2. 報酬のかわりに、信頼しあい、助けあえる友ができるのはいかが？ 
3. どうしたら、社員も顧客も優しく穏やかな気持ちになるだろう？ 
4. 完璧主義を手放して、もっと寛容な場をつくらない？ 
5. 感謝したり、親切にすることで、お互いが幸せになるのはいかが？ 
6. 無理なことやめて、ナチュラルにしない？ 
7. 競争じゃなくって、共創にしない？ 
8. 仕事を細切れにせず、一貫させることで楽しさや熱中をうまない？ 
9. 「しなくちゃ」をやめて「したい」だけで仕事を設計できない？ 
10. みんなで、安心できてワクワクするコニュニティつくらない？
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ひとつに絞る
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ホットエリア

34

テーマをひとつに絞るポイント

・Why me？ 　     どうして私が解決するのか？専門家？悩みを持つ当事者？ 
・Why now？　　 どうして今なのか？遅すぎない？(代替品) 早すぎない？(技術) 
・Make happy？   まず自分たちが楽しい！それに解決したら顧客がめちゃ喜ぶ！

遅すぎる 
(競合が強い)

早すぎる 
(実現が困難)

自分から遠い

心から欲しい

無料の単語 
共有サービス

映画の主人公に
なって英語を 
学べるVRソフト

会話メソッドを 
学べる 

ゲームアプリ

お金も稼げちゃう 
ホームステイ

セルフネイル 
する女性向け 
映えるアプリ

子育てママ向け 
ジェルネイル 
専門サロン
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さあ、これで 
最初のマシュマロをのせる 
準備が整いました！
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　　　　顧客と市場を知っているのはただ一人、顧客本人である。 
したがって顧客に聴き、顧客を見、顧客の行動を理解して初めて 

　　　　　　　　　　顧客とは誰であり、何を行い、いかに買い 
　　　　　　　　　　何を期待し、何に価値を見いだしているか 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を知ることができる。

経営学者 
ピーター・ドラッカー

CPF ～ 顧客に共感し、課題を発見する
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プロトタイプ 
(PSF)

最小機能製品 
(PMF)

事業アイデア 
(CPF)

リーンスタートアップ、１つ目のマシュマロ
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ペルソナは？

(架空の顧客モデル)
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ペルソナを考えよう

「ペルソナ」は、最も重要なユーザーモデル

なぜペルソナを想定することが大切か？ 

①人間中心、課題中心に物事を考えるため 
②チームで共通の人物像をイメージするため 
③すべてのニーズに答えるという幻想から抜け出すため

リアリティを持っており「仮想的なヒアリングをできる人物像」にすること
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インサイト？

(消費意欲のツボ)
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インサイト は「人々が自覚していない、潜在的な欲求」

会話・行動

思考・感情

価値観・インサイト
潜在ニーズ

顕在ニーズ ① 観察する

② 共感する

③ 洞察する

出典: スタンフォード大学/デザイン思考研究所「デザイン思考家が知っておくべき39のメソッド」
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代替品？

(代わりになる製品)
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購買決定要因をもとに、代替品のポジショニングを考えよう

コストが高い

コストが安い

情報探索の 
手間かかる

情報探索に 
手間いらず

ネイルサロン

ネイル講座

インスタなど

専門誌

専門サイト

ネイル友だち AIアドバイス
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現実の課題を発見する
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CPF (顧客課題フィット) のポイント

製品リスク：正しい製品をつくれるか？ 顧客リスク：顧客への経路をつくれるか？ 市場リスク：実現可能な事業をつくれるか？

P1.    製品リスク：その課題は本当に存在するか？ 

C1.   顧客リスク：誰が困っているのか？　 

M1.   市場リスク：競合(既存の代替品)は何なのか？
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さあ、ここをクリアすると 
次のマシュマロです！
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  プロダクトへの愛を生むには、 
「アハ・モーメント」が必要だ。

Hacking Growth著者 
ショーン・エリス

アハ・モーメントとは、 
製品の有用性が、 
ユーザーに刺さる瞬間のこと

PSF ～ 課題に対する解決策をつくる
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プロトタイプ 
(PSF)

最小機能製品 
(PMF)

事業アイデア 
(CPF)

リーンスタートアップ、２つ目のマシュマロ
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顧客の 
ジョブ？
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ジョブを記述しよう

　① 機能的なジョブ 
　「目の前のなにかを、どうにかしたい」 

　② 感情的なジョブ 
　「自分自身がこう感じたい、感じたくない」 

　③ 社会的なジョブ 
　「人にこう思われたい。思われたくない」

参考: クレイトン・M・クリステンセン著「ジョブ理論」

顧客 は 状況 において ジョブ を解決したい
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AHA！ 
MOMENTを 
考える
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障害を解決するためのソリューションを考えよう

「愛が成長を生む。その逆はありえない」～ AirBnB グロースチーム 
「愛を生むには、アハ・モーメントが必要だ」～ ショーン・エリス

「アハ・モーメント」とは、製品の有用性がユーザーに刺さる瞬間のこと。何のための
製品で、なぜ必要で、使うとどのように役立つのかという中核的な価値を、ユーザーが 
心から感じる瞬間。マストハブな製品には必ず「アハ・モーメント」があり、この体験
がアーリー・アダプターをヘビーユーザー、熱狂的なファンに変える。「アハ・モーメ
ント」があると、ユーザーは自然とありがたがり、使い続け、友人に共有したくなる。

・eBayでは、国内外の特別な品物を、オークションで見つけて競り落とす瞬間 
・Facebookでは、友人と写真や近況をかんたんにシェアする体験 
・Dropboxは、簡単にファイルを共有し、無制限にストレージを使う体験
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プロトタイプをつくる
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顧客がひと目で理解できるプロトタイプをつくろう

イラストと説明 ショートムービー ランディングページ プロトアプリ

どんなプロトタイプをつくれば、ユーザーに価値を理解してもらえるだろう？ 
(1)もっとこうしてほしい  (2)最低限必要な機能はこれ  (3)いくらなら支払いたい 

という「PSFインタビュー」の完了条件を引き出せるものを企画しよう



発想 集約 ペルソナ インサイト 代替品 CPF ジョブ 顧客体験 製品 試作品 事業モデル PSF PMF

hint framework © 2020 T.Saito55

ビジネスモデルを考える
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ビジネスモデル・キャンバスで全体像を考えよう
Key Partners 
(パートナー)

Key Activities 
(主な活動) 

Value Proposition 
(価値提案)

Customer Relationships 
(顧客との関係) 

Customer Segments 
(顧客セグメント) 

Key Resources 
(主なリソース) 

Channels 
(チャネル) 

Cost Structure (コスト構造) Revenue Streams (収益の流れ) 

アプリ

20代女子 
ネイル大好き 
インスタ大好き

無償利用・有料会員トレンド (無償)

映えスコア (有償)

トレンド調査・投稿

AIプログラム

ソフトウェア開発

ネイル画像と評価

AIアプリ開発

サーバー提供

アプリ売上 (フリーミアムモデル)

ネイル関連商品。特に消耗品のネット販売

アプリ開発費 / サーバー費

コンテンツ制作費 / ネイル画像データ収集費

クラウドソーシング
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プロトタイプで 
インタビューする



発想 集約 ペルソナ インサイト 代替品 CPF ジョブ 顧客体験 製品 試作品 事業モデル PSF PMF

hint framework © 2020 T.Saito58

PSF (課題解決フィット) のポイント

製品リスク：正しい製品をつくれるか？ 顧客リスク：顧客への経路をつくれるか？ 市場リスク：実現可能な事業をつくれるか？

P2.    製品リスク：最小限の機能はなにか？ 

C2.   顧客リスク：最初に買う人は誰か？　 

M2.   市場リスク：いくらで買ってくれるか？
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(参考) ピボットのパターン

参照：「天気晴朗ナレドモ浪高シ」リーンスタートアップでピボットする10の方法と成功事例

・ズームイン・ピボット ～ 製品の一部の機能を抽出してシンプルにする 
　　Instagramは、元はチェックインアプリ。写真共有機能の利用が多いことに気づき、写真共有アプリへピボット 
・ズームアウト・ピボット ～ より大きな機能を含めてトータルな顧客体験を提供する 
　　craigslistは、元は地域イベントの告知サイト。物品売買や就職情報まで拡大して世界最大級の告知サイトに成長 
・顧客セグメント・ピボット ～ ペルソナを変更する 
　　Grouponは、元は社会問題への募金アプリ。クーポン共同購入の評判がよく、消費者向けサービスへピボット 
・顧客ニーズ・ピボット ～ 顧客や課題を再検証して変更する 
　　airbnbは、元は部屋貸しと朝食提供サービス。あるユーザーが自室を貸し出した事でその可能性に気づきピボット 
・プラットフォーム・ピボット ～ 単一アプリをプラットフォーム化。もしくはその逆をする 
　　GREEは、元はガラケーのゲームプラットフォームだったが、iPhone登場でネイティブアプリへとピボット 
・ビジネスモデル・ピボット ～ ビジネスモデルをピボットする 
　　Dropboxは、元は個人向けサービスだったが、高利益・低ボリュームの法人向けサービスにピボット 
・成長エンジン・ピボット ～ 成長エンジン(粘着型 / ウイルス型 / 支出型) を変更する 
　　BuzzFeedは、元はウィルス型で成長したが、facebookのアルゴリズム変更を機に支出型にピボット 
・チャネル・ピボット ～ 販売チャネルまたは流通チャネルを変更する 
　　TSUTAYAは、元は店舗でのレンタルビデオを展開してきたが、ネット通販型、映像配信事業へピボット 
・テクノロジー・ピボット ～  全く新しい技術を使用して、同様のソリューションを実現する 
　　任天堂は、楽しさと面白さを持つ商品という使命を変えずに、カードゲームからコンソールゲームへピボット
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プロトタイプ 
(PSF)

最小機能製品 
(PMF)

事業アイデア 
(CPF)

これでマシュマロが２つ乗りました。

最後のひとつは、次回(11/29 10:00～)にね😊
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すごい事業のつくりかた 
いかがでしたか？ 

最後に、ショートムービーで 
  全体の流れを振り返りましょう。
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最後にもう一度、サマリーをどうぞ
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① イノベーションの発想 ② アイデアの集約 ③ 顧客への共感

⑥ プロトタイプの制作

④ 顧客課題 FIT

⑦ ビジネスモデルと課題解決 FIT ⑤ ジョブと解決策

hintゼミ「イノベーションクラス」は、自分の事業アイデアを 
もとに今日の流れを体験する、濃密な三ヶ月間集中講座です。



イノベーション講義 形式 習得できる知見や技術
1 1/06 入学式とプレ講義 Zoom オンラインツールと対話メソッド

2 1/06 ～ 1/12 イノベーションを発想する 講義動画とZoom会議 hintフレームワーク

3 1/13 ～ 1/19 イノベーションを発想する 講義動画とZoom会議 hintフレームワーク

4 1/20 ～ 1/26 ユーザーに深く共感する 講義動画とZoom会議 デザイン思考

5 1/27 ～ 2/02 CPFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(CPF)

6 2/03 ～ 2/09 CPFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(CPF)

7 2/10 ～ 2/16 ソリューションを考える 講義動画とZoom会議 ジョブ理論、カスタマージャーニー

8 2/17 ～ 2/23 プロトタイプを制作する 講義動画とZoom会議 プロトタイプ

9 2/24 ～ 3/02 ビジネスモデルを構想する 講義動画とZoom会議 ビジネスモデル・キャンバス

10 3/03 ～ 3/10 PSFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(PSF)

11 3/10 PSFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(PSF)

12 3/17 プロジェクト発表会 Zoom

イノベーションクラスの想定学習時間： 50時間/3ヶ月 (講義動画 6時間、独学演習 24時間、Zoom会議 20時間)
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コミュニティで共創し、ビジョンを実現する

hintゼミの卒業はコミュニティのはじまり。 
現役生と卒業生が交流するラーニングコミュニティ 
hintアカデミー (参加無料) で、知見や技術を共有する 
仲間とともに、ご自身のビジョンにチャレンジを！ 自分のチームを理想的な自律型組織にしたい。同じ課題を

持つ仲間とノウハウを共有して進めたい。hintアカデミーに
は次々と学びの場が生まれてます。hint人事部、コーチング
講座など。ご自身で独自講座を開設することも可能です。

経営学の実践 ～ 自分の組織をすごいチームにしたい！

イノベーションの実践 ～ 持続的な事業をつくりたい！
ペルソナユーザーにインタビューしたい。事業パートナー
を探したい。ゼミのコンテンツをベースに新事業を進めた
い。アカデミーはいろんなニーズを実現する場。アドバイ
ザーが支援する「hint PMFスタジオ」も開始します。

hint との深い関与 ～ ずっと学びたい！運営したい！
hintゼミ、三ヶ月じゃもの足りない、幸せ視点の組織運営
を実践して、学びを深めて自分のものにしたい。そんな方
hintゼミマネジメントチーム「ティールズ」(無料、40名超) 
への参加をどうぞ。ティール組織の凄さを体感できます。

実践する場・実現する場 
「hintアカデミー」

学ぶ場・つながる場 
「hintゼミ」

経営学クラス

イノベーションクラス

体験する場 
「体験講座」

今回のはこれ！ 82,500円(税込)

無料！



第７期 先行申込み 特典！
お得な初期 堅実な中期 熟慮の後期
～ 11/30 ～ 12/10 ～ 12/21

申し込んだ日から、動画と 
スライドで、独学できます ✔ ✔ ✔

6期のクラス発表会 (12/16,  
12/23) に参加できます ✔ ✔

斉藤が、所属組織で 
Zoom講演(無料)をします ✔

斉藤執筆書籍 (サイン入り) 
プレゼントします *1 ✔

*1 … 「ソーシャルシフト」「BEソーシャル！」 
　　　　　　「再起動 ～ リブート」「業界破壊企業」から一冊

01

02

03

04



©2020 Toru Saito 70

hintゼミ

3ヶ月に一度、期間限定で募集するhintゼミ、こちらをご覧ください。
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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 インテル他から30億円超の資金調達 
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 専任教授に就任 
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. 経営学クラス

2. イノベーションクラス

□ 社員が働きがいを感じる組織をつくりたい 
□ 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


