
受講環境受講環境

WEB ベーシックコース募集要項

既存事業の高付加価値化・サービス化、新規事業の立ち上げを検討している
都内中小企業（大企業及びみなし大企業の方のお申込みはご遠慮ください）

令和２年10月7日（水）～令和3年2月20日（土）
個別支援：講師と個別に日程調整　3回程度
スケジュールに沿った動画配信とリアルタイムのオンライン講義を行います

令和２年8月3日（月）～令和２年9月11日（金）

WEB会議サービス「zoom」を利用したWEB講座
YouTube等を利用した講義動画の配信

申し込み方法 公社HPのスクール申込みフォームにてご登録ください。お申し込み後3日以内に
受付確認の旨を電子メールにてご連絡いたします。連絡がない場合は、お手数で
すが、下記問い合わせ先までご連絡下さい。

Facebookにて講座の模様などを発信しております

（公財）東京都中小企業振興公社　企業人材支援課　
TEL：03-3251-7904　 FAX：03-3251-7909 Email:sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

問い合わせ先

第 8 期東京都新サービス創出スクール

開講期間

対象

受講料

募集企業数

募集期間

※初回：18：00～20：00
   12回～最終回：13：00～17：00

選考結果の通知 電子メールにて通知いたします。
※@tokyo-kosha.or.jpからのメールを「受信許可」して頂くよう、お願い致します。

具体的な受講方法（WEB提供）

本講義ではzoomを用いてWEBでの講義を行います。
講義初日（10月7日）にzoomの使用方法について講義がございます。

リアルタイムで実施するWEB 講義（第1回、第12 回～第15回）
● 講師によるWEB講義
  講師の講義をWEBにて講義日にお届けします。
● グループ制によるディスカッション（WEB上でグループを作る）
  講義中に行うディスカッションはWEB上でグループを作り少人数で行います。
● グループに一人のインストラクター（個別質問、支援）
  グループに一人インストラクターが付きますので、個別の質問を行いやすいです。
  また、講義とは別の日程で企業ごとにWEBにて個別支援を行います。

● zoomアカウントを保有していること
● zoomでテレビ会議が安定してできるパソコン及び通信環境を保有していること
● Googleアカウントを保有していること（緊急連絡時に使用します）

推奨するWEB 環境 ※詳細はスクールHPに記載しているWEB講義における注意事項をご覧ください。

● YouTube等による動画配信
  配信期間中はいつでも視聴することができます。復習にもご活用ください。

動画配信による講義（第2回～第11回）

20社
（応募者多数の場合、応募内容をもとに選考を実施し受講企業を決定します。）

５万円／1社
（1社２名まで参加可能。受講者の途中変更はできません。）

アドバンスコースベーシックコース

アイデア発想段階から
ビジネスモデルの構築まで

ビジネスモデルを通して
新規顧客を獲得するまで

※主にフィールドワーク※主に座学（デスクワーク）
1２回講義＋３回個別訪問 ６回講義＋６回個別訪問

ビジネスモデル検証ステージビジネスモデル作成ステージ

※詳細はスクールHPに記載しているWEB講座に関する注意事項をご覧ください。

「ベーシックコース」の位置づけ
東京都新サービス創出スクール

アイデア発想   トレンドのつかみ方
新サービスの具体化　　IT活用の方法
事例研究（実際の中小企業）
グループワーク
損益計画・組織体制

ビジネスモデルキャンバス
商品価値の構築と検証
顧客ニーズのメカニズム　
インタビュー、アンケート手法　
発表（プレゼンテーション）　等

スクールHPは
コチラ！

Facebook内で

東京都新サービス創出スクール

第8期生募集

東京都
新サービス
創出スクール

新たな分野で新たな収益源を作りたい企業を対象に、

サービス化を通して、新規事業の立ち上げ方を学ぶ

実践的なスクールです WEB
ベーシック
コース

新しい日常に必要な新サービスを作りませんか？

革新的サービスの事業化支援事業



配信開始日回 配信期間
賞味
配信
時間

タイトル 内容 講師
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10月7日 18：00～20：00 2時間 オリエンテーション
講義

新サービス創出に必要な考え方と
全体像、現状分析手法水

10月9日 5日間 1時間 アイデア発想法 新サービスを考える際に役立つ
着眼点、ヒントとなる他社事例 河野

河野

金

10月13日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定①

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方① 酒井火

10月16日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定②

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方② 酒井金

10月23日 5日間 2時間 ビジネストレンドの
つかみ方

今、注目すべきトレンドと
情報収集のポイント 菊池金

10月30日 5日間 2時間
情報技術（IT)視点
から考える
新サービス

情報技術を活用したアイデアの
実現方法 酒井金

11月6日 5日間 1時間 事例研究
先進事例企業の講演から得られる
新サービス創出のヒント
【事業紹介編】

事例企業金

11月10日 5日間 1時間 事例研究
先進事例企業の講演から得られる
新サービス創出のヒント
【解説編】

池田火

11月13日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定③

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方③ 酒井金

11月20日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定④

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方④ 酒井金

11月27日 5日間 2時間 損益計画・組織体制
策定

新規事業成功に必須の事業計画・
社内体制の作り方 北村金

12月5日 13:00～17:00 4時間 グループワーク① 自社の新サービス創出計画の
精度向上

岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村土

12月19日 13:00～17:00 4時間 中間発表会 中間発表会
※1社1案発表

岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村・河野土

2月6日 13:00～17:00 4時間 グループワーク② 自社の新サービス創出計画の策定 岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村土

2月20日 13:00～17:00
4時間 最終発表会 発表会・修了式

※1社1案発表
岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村・河野土

個別支援①
10月下旬頃

個別支援②

12月上～
中旬頃

個別支援③
2月上～
中旬頃

動画配信

リアルタイム

リアルタイム

リアルタイム

リアルタイム

リアルタイム

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

動画配信

　成熟・複雑化した産業構造の中で、企業として持続的な成長を続けるには、更なる付加価値を
つけた製品・サービスを継続的に提供することが求められています。
　平成28年に開講した東京都新サービス創出スクールは、高付加価値なビジネスモデル策定を
ゴールに７期開講してきました。
　本年度、受講者が取り組む新規事業の成功確率をより高めるため、「ベーシックコース」、
「アドバンスコース」の２つに分けて大きく衣替えしました。本スクールはアイデアの発想段階か
らビジネスモデルを策定するまでの「ベーシックコース」と、策定したビジネスモデルをもとにタ
ーゲットの声を聞きながらさらに深化させていく「アドバンスコース」に分かれています。
　２つのコースを通して、アイデアの発想段階から最終的には新規事業を創出し、新たな収益の
柱を創れる人材の育成を目標にしています。

既存事業に加えて、新しい収益源を作りたい

新規事業立ち上げのノウハウを学びたい

次期後継者として、新規事業に取り組みたい

コロナの影響から新規事業に取り組んでみたいが、何をどの順番で
どうやってやればいいかわからない

このような方にオススメです。

受講対象

卒業企業データ

卒業生の声

東京都 新

創出スクールとは…
サービス

第 8 期　カリキュラム・日程3 つのポイント
「各分野に精通した専門家による充実した講座」

新規事業に関する幅広い知識を、多彩な分野で実績を有する専門家が分かりやすく解説しま
す。WEBの講座は、都合の良いときに視聴することができます。各種フレームワークの用い方や
実際の企業の事例を使ったケーススタディなど、実践的な講義形式となっております。

「個別支援」

講座と並行し、中小企業診断士が開講期間中、受講企業とオンラインミーティングを3回行い
ます。現状把握、課題整理、対応策の助言等を行います。講座のフォローも行うので、無理なく
受講できます。

「グループワーク」

リアルタイム（WEB）で開催されるグループワークでは、各受講企業の新規事業に関する構想
を少人数のグループに分かれて組み上げていきます。それぞれのグループには、インストラクタ
ー講師が入ってアドバイスをしていきます。
ビジネスの構想を中間発表会や最終発表会で発表することによって受講者同士の気づきを促
し、学びあう機会も用意されております。

卒業時の
事業計画策定企業数
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5
1期

11

2期 3期 4期 5期 6期

19 19 19 20 20

製造業
37%

6人～30人
45%

1人～5人
13%

31人～100人
33%

卸売業
12%

情報通信業
17%

サービス業
24%

100人～ 9%

小売業 6%

その他 4% その他 4%
検討を中断した 2%

市場に投入した 7%

市場に投入し、
売上を計上した
20%

1年以内に
市場投入予定
31%

ビジネスモデルの
再構築
31%

卒業時から
進んでいない
16%

業種別
n=140 n=140 n=140 n=55

従業員規模別 本スクール卒業後の状況

既存事業の高付加価値化・サービス化、新規事業の立ち上げを検討している都内中小企業

POINT

1

POINT

2

POINT

3

第3期卒業生

株式会社日本バイオセラピー研究所
部長代理

山田 大輔 様

株式会社東京堂インターナショナル
取締役

三原 慈子 様

株式会社ふらここ
代表取締役

原 英洋 様

バイオ系という少々狭い業界にある当社ですが、このスクールでは
サービスを考える上での要を押さえることができました。感謝です！

第4期卒業生

担当講師による個別支援も手厚く、色々な視点から検討し自社の強
みを活かした実現性の高い新サービスを構築する事が出来ました。

第5期卒業生

株式会社カプラス
代表取締役

駒崎 由美子  様

新サービスを考え行き詰っているときにメールDMでスクールのこ
とを知りました。頭の中で散らばっていた内容が、講座や個別支援
の時間を重ねる度に組み立てられていき、当社にとってとても重要
な学びの場になりました。

第6期卒業生

新規事業の立ち上げに関わる実践的ノウハウを幅広く学べると共
に、講師の方々の親切で分かりやすい指導の下、具体的な事業構
想をまとめることができました。受講生仲間からもとても良い刺激
とアイデアをもらえました。



受講環境受講環境

WEB ベーシックコース募集要項

既存事業の高付加価値化・サービス化、新規事業の立ち上げを検討している
都内中小企業（大企業及びみなし大企業の方のお申込みはご遠慮ください）

令和２年10月7日（水）～令和3年2月20日（土）
個別支援：講師と個別に日程調整　3回程度
スケジュールに沿った動画配信とリアルタイムのオンライン講義を行います

令和２年8月3日（月）～令和２年9月11日（金）

WEB会議サービス「zoom」を利用したWEB講座
YouTube等を利用した講義動画の配信

申し込み方法 公社HPのスクール申込みフォームにてご登録ください。お申し込み後3日以内に
受付確認の旨を電子メールにてご連絡いたします。連絡がない場合は、お手数で
すが、下記問い合わせ先までご連絡下さい。

Facebookにて講座の模様などを発信しております

（公財）東京都中小企業振興公社　企業人材支援課　
TEL：03-3251-7904　 FAX：03-3251-7909 Email:sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

問い合わせ先

第 8 期東京都新サービス創出スクール

開講期間

対象

受講料

募集企業数

募集期間

※初回：18：00～20：00
   12回～最終回：13：00～17：00

選考結果の通知 電子メールにて通知いたします。
※@tokyo-kosha.or.jpからのメールを「受信許可」して頂くよう、お願い致します。

具体的な受講方法（WEB提供）

本講義ではzoomを用いてWEBでの講義を行います。
講義初日（10月7日）にzoomの使用方法について講義がございます。

リアルタイムで実施するWEB 講義（第1回、第12 回～第15回）
● 講師によるWEB講義
  講師の講義をWEBにて講義日にお届けします。
● グループ制によるディスカッション（WEB上でグループを作る）
  講義中に行うディスカッションはWEB上でグループを作り少人数で行います。
● グループに一人のインストラクター（個別質問、支援）
  グループに一人インストラクターが付きますので、個別の質問を行いやすいです。
  また、講義とは別の日程で企業ごとにWEBにて個別支援を行います。

● zoomアカウントを保有していること
● zoomでテレビ会議が安定してできるパソコン及び通信環境を保有していること
● Googleアカウントを保有していること（緊急連絡時に使用します）

推奨するWEB 環境 ※詳細はスクールHPに記載しているWEB講義における注意事項をご覧ください。

● YouTube等による動画配信
  配信期間中はいつでも視聴することができます。復習にもご活用ください。

動画配信による講義（第2回～第11回）

20社
（応募者多数の場合、応募内容をもとに選考を実施し受講企業を決定します。）

５万円／1社
（1社２名まで参加可能。受講者の途中変更はできません。）

アドバンスコースベーシックコース

アイデア発想段階から
ビジネスモデルの構築まで

ビジネスモデルを通して
新規顧客を獲得するまで

※主にフィールドワーク※主に座学（デスクワーク）
1２回講義＋３回個別訪問 ６回講義＋６回個別訪問

ビジネスモデル検証ステージビジネスモデル作成ステージ

※詳細はスクールHPに記載しているWEB講座に関する注意事項をご覧ください。

「ベーシックコース」の位置づけ
東京都新サービス創出スクール

アイデア発想   トレンドのつかみ方
新サービスの具体化　　IT活用の方法
事例研究（実際の中小企業）
グループワーク
損益計画・組織体制

ビジネスモデルキャンバス
商品価値の構築と検証
顧客ニーズのメカニズム　
インタビュー、アンケート手法　
発表（プレゼンテーション）　等

スクールHPは
コチラ！

Facebook内で

東京都新サービス創出スクール

第8期生募集

東京都
新サービス
創出スクール

新たな分野で新たな収益源を作りたい企業を対象に、

サービス化を通して、新規事業の立ち上げ方を学ぶ

実践的なスクールです WEB
ベーシック
コース

新しい日常に必要な新サービスを作りませんか？

革新的サービスの事業化支援事業



配信開始日回 配信期間
賞味
配信
時間

タイトル 内容 講師

1
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10月7日 18：00～20：00 2時間 オリエンテーション
講義

新サービス創出に必要な考え方と
全体像、現状分析手法水

10月9日 5日間 1時間 アイデア発想法 新サービスを考える際に役立つ
着眼点、ヒントとなる他社事例 河野

河野

金

10月13日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定①

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方① 酒井火

10月16日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定②

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方② 酒井金

10月23日 5日間 2時間 ビジネストレンドの
つかみ方

今、注目すべきトレンドと
情報収集のポイント 菊池金

10月30日 5日間 2時間
情報技術（IT)視点
から考える
新サービス

情報技術を活用したアイデアの
実現方法 酒井金

11月6日 5日間 1時間 事例研究
先進事例企業の講演から得られる
新サービス創出のヒント
【事業紹介編】

事例企業金

11月10日 5日間 1時間 事例研究
先進事例企業の講演から得られる
新サービス創出のヒント
【解説編】

池田火

11月13日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定③

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方③ 酒井金

11月20日 5日間 2時間 新サービスの具体化・
戦略策定④

戦略策定に役立つフレームワークと
その使い方④ 酒井金

11月27日 5日間 2時間 損益計画・組織体制
策定

新規事業成功に必須の事業計画・
社内体制の作り方 北村金

12月5日 13:00～17:00 4時間 グループワーク① 自社の新サービス創出計画の
精度向上

岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村土

12月19日 13:00～17:00 4時間 中間発表会 中間発表会
※1社1案発表

岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村・河野土

2月6日 13:00～17:00 4時間 グループワーク② 自社の新サービス創出計画の策定 岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村土

2月20日 13:00～17:00
4時間 最終発表会 発表会・修了式

※1社1案発表
岩岡・酒井・池田・
雨宮・北村・河野土
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10月下旬頃

個別支援②
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中旬頃

個別支援③
2月上～
中旬頃
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　成熟・複雑化した産業構造の中で、企業として持続的な成長を続けるには、更なる付加価値を
つけた製品・サービスを継続的に提供することが求められています。
　平成28年に開講した東京都新サービス創出スクールは、高付加価値なビジネスモデル策定を
ゴールに７期開講してきました。
　本年度、受講者が取り組む新規事業の成功確率をより高めるため、「ベーシックコース」、
「アドバンスコース」の２つに分けて大きく衣替えしました。本スクールはアイデアの発想段階か
らビジネスモデルを策定するまでの「ベーシックコース」と、策定したビジネスモデルをもとにタ
ーゲットの声を聞きながらさらに深化させていく「アドバンスコース」に分かれています。
　２つのコースを通して、アイデアの発想段階から最終的には新規事業を創出し、新たな収益の
柱を創れる人材の育成を目標にしています。

既存事業に加えて、新しい収益源を作りたい

新規事業立ち上げのノウハウを学びたい

次期後継者として、新規事業に取り組みたい

コロナの影響から新規事業に取り組んでみたいが、何をどの順番で
どうやってやればいいかわからない

このような方にオススメです。

受講対象

卒業企業データ

卒業生の声

東京都 新

創出スクールとは…
サービス

第 8 期　カリキュラム・日程3 つのポイント
「各分野に精通した専門家による充実した講座」

新規事業に関する幅広い知識を、多彩な分野で実績を有する専門家が分かりやすく解説しま
す。WEBの講座は、都合の良いときに視聴することができます。各種フレームワークの用い方や
実際の企業の事例を使ったケーススタディなど、実践的な講義形式となっております。

「個別支援」

講座と並行し、中小企業診断士が開講期間中、受講企業とオンラインミーティングを3回行い
ます。現状把握、課題整理、対応策の助言等を行います。講座のフォローも行うので、無理なく
受講できます。

「グループワーク」

リアルタイム（WEB）で開催されるグループワークでは、各受講企業の新規事業に関する構想
を少人数のグループに分かれて組み上げていきます。それぞれのグループには、インストラクタ
ー講師が入ってアドバイスをしていきます。
ビジネスの構想を中間発表会や最終発表会で発表することによって受講者同士の気づきを促
し、学びあう機会も用意されております。

卒業時の
事業計画策定企業数
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再構築
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卒業時から
進んでいない
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業種別
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従業員規模別 本スクール卒業後の状況

既存事業の高付加価値化・サービス化、新規事業の立ち上げを検討している都内中小企業

POINT

1

POINT

2

POINT

3

第3期卒業生

株式会社日本バイオセラピー研究所
部長代理

山田 大輔 様

株式会社東京堂インターナショナル
取締役

三原 慈子 様

株式会社ふらここ
代表取締役

原 英洋 様

バイオ系という少々狭い業界にある当社ですが、このスクールでは
サービスを考える上での要を押さえることができました。感謝です！

第4期卒業生

担当講師による個別支援も手厚く、色々な視点から検討し自社の強
みを活かした実現性の高い新サービスを構築する事が出来ました。

第5期卒業生

株式会社カプラス
代表取締役

駒崎 由美子  様

新サービスを考え行き詰っているときにメールDMでスクールのこ
とを知りました。頭の中で散らばっていた内容が、講座や個別支援
の時間を重ねる度に組み立てられていき、当社にとってとても重要
な学びの場になりました。

第6期卒業生

新規事業の立ち上げに関わる実践的ノウハウを幅広く学べると共
に、講師の方々の親切で分かりやすい指導の下、具体的な事業構
想をまとめることができました。受講生仲間からもとても良い刺激
とアイデアをもらえました。
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の時間を重ねる度に組み立てられていき、当社にとってとても重要
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想をまとめることができました。受講生仲間からもとても良い刺激
とアイデアをもらえました。



受講環境受講環境

WEB ベーシックコース募集要項

既存事業の高付加価値化・サービス化、新規事業の立ち上げを検討している
都内中小企業（大企業及びみなし大企業の方のお申込みはご遠慮ください）

令和２年10月7日（水）～令和3年2月20日（土）
個別支援：講師と個別に日程調整　3回程度
スケジュールに沿った動画配信とリアルタイムのオンライン講義を行います

令和２年8月3日（月）～令和２年9月11日（金）

WEB会議サービス「zoom」を利用したWEB講座
YouTube等を利用した講義動画の配信

申し込み方法 公社HPのスクール申込みフォームにてご登録ください。お申し込み後3日以内に
受付確認の旨を電子メールにてご連絡いたします。連絡がない場合は、お手数で
すが、下記問い合わせ先までご連絡下さい。

Facebookにて講座の模様などを発信しております

（公財）東京都中小企業振興公社　企業人材支援課　
TEL：03-3251-7904　 FAX：03-3251-7909 Email:sangyo-jinzai@tokyo-kosha.or.jp

問い合わせ先

第 8 期東京都新サービス創出スクール

開講期間

対象

受講料

募集企業数

募集期間

※初回：18：00～20：00
   12回～最終回：13：00～17：00

選考結果の通知 電子メールにて通知いたします。
※@tokyo-kosha.or.jpからのメールを「受信許可」して頂くよう、お願い致します。

具体的な受講方法（WEB提供）

本講義ではzoomを用いてWEBでの講義を行います。
講義初日（10月7日）にzoomの使用方法について講義がございます。

リアルタイムで実施するWEB 講義（第1回、第12 回～第15回）
● 講師によるWEB講義
  講師の講義をWEBにて講義日にお届けします。
● グループ制によるディスカッション（WEB上でグループを作る）
  講義中に行うディスカッションはWEB上でグループを作り少人数で行います。
● グループに一人のインストラクター（個別質問、支援）
  グループに一人インストラクターが付きますので、個別の質問を行いやすいです。
  また、講義とは別の日程で企業ごとにWEBにて個別支援を行います。

● zoomアカウントを保有していること
● zoomでテレビ会議が安定してできるパソコン及び通信環境を保有していること
● Googleアカウントを保有していること（緊急連絡時に使用します）

推奨するWEB 環境 ※詳細はスクールHPに記載しているWEB講義における注意事項をご覧ください。

● YouTube等による動画配信
  配信期間中はいつでも視聴することができます。復習にもご活用ください。

動画配信による講義（第2回～第11回）

20社
（応募者多数の場合、応募内容をもとに選考を実施し受講企業を決定します。）

５万円／1社
（1社２名まで参加可能。受講者の途中変更はできません。）

アドバンスコースベーシックコース

アイデア発想段階から
ビジネスモデルの構築まで

ビジネスモデルを通して
新規顧客を獲得するまで

※主にフィールドワーク※主に座学（デスクワーク）
1２回講義＋３回個別訪問 ６回講義＋６回個別訪問

ビジネスモデル検証ステージビジネスモデル作成ステージ

※詳細はスクールHPに記載しているWEB講座に関する注意事項をご覧ください。

「ベーシックコース」の位置づけ
東京都新サービス創出スクール

アイデア発想   トレンドのつかみ方
新サービスの具体化　　IT活用の方法
事例研究（実際の中小企業）
グループワーク
損益計画・組織体制

ビジネスモデルキャンバス
商品価値の構築と検証
顧客ニーズのメカニズム　
インタビュー、アンケート手法　
発表（プレゼンテーション）　等

スクールHPは
コチラ！

Facebook内で

東京都新サービス創出スクール

第8期生募集

東京都
新サービス
創出スクール

新たな分野で新たな収益源を作りたい企業を対象に、

サービス化を通して、新規事業の立ち上げ方を学ぶ

実践的なスクールです WEB
ベーシック
コース

新しい日常に必要な新サービスを作りませんか？

革新的サービスの事業化支援事業



講師紹介

酒井 勇貴（さかい ゆうき）

プロフィール

講座担当 個別支援

クリエイティブパーソンズ代表、合同会社クレイジーコンサルティング代表社員。中小企業診断士、経営
学修士（MBA）。

「メーカー技術者・ベンチャーキャピタル・ベンチャー経営陣」という3つの経験をもつ異色のコンサルタ
ント。スモールビジネスの売上アップと人材育成支援を得意とする。

河野 博志（こうの ひろし）

プロフィール

講座担当

行動科学研究所 代表、中小企業診断士、経営学修士（MBA）。フードサービス業にて接客サービス及
び店長職、本社人事部にて採用・社員教育に従事。大手人材サービス会社入社後、研修講師及び人事
制度設計等のコンサルティング業務に従事。各種ビジネスフレームワークの使い方等の「ビジネスス
キル」を専門とする。

菊池 健司（きくち けんじ）

プロフィール

講座担当

株式会社日本能率協会総合研究所MDB事業本部コンサルティングサービス部部長。1990年入社。外
資系金融機関での勤務も経て現職。MDBは法人会員を対象としたビジネス情報提供サービス機関。 
現在は、ビジネス情報収集・活用手法に関するセミナー、研修等を主に企業や公的機関、団体等で日々
実施している。

雨宮 泉美（あめみや いずみ）

プロフィール

個別支援

アイプランニング代表。中小企業診断士、キャリアコンサルタント、消費生活アドバイザー。富士
通株式会社にて光システムの研究開発、利用者の使い勝手を考えた情報機器・アプリケーションの
デザインに従事し、2001年に独立。「生活者視点」をベースにした商品・サービス企画、販売促
進の支援を得意とする。

個別支援北村 弘司（きたむら こうじ）

プロフィール

講座担当

アヴニール・ワークス株式会社代表取締役。中小企業診断士、1級販売士、日本経営分析学会正会員。ソ
ニー株式会社にて本社経営企画・新規事業推進・財務広報等の業務に従事した後、イオン株式会社を経
て経営コンサルタントとして独立。独立後は、製造・小売を中心に幅広い事業者に対して、コンサルティン
グやスタートアップ支援を行っている。

岩岡 博徳（いわおか ひろのり）

プロフィール

講座担当 個別支援

中小企業診断士、IT コーディネータ、経営学修士（MBA）、東洋大学大学院経営学研究科特任教授。
2004年独立開業。2008年に経営支援サービスを母体にする法人を設立し代表就任。
その後、利益が出る体質に仕上げ同社売却に成功。
現在は、経営コンサルタント、大学教員、会社経営を行う。

講座担当池田 史子（いけだ ふみこ）

プロフィール

個別支援

中小企業診断士。大学卒業後、システム会社に勤務、フリーエンジニアを経てITベンチャーの創業に
参画、開発責任者、組織づくりなどを担当。2011年に診断士として独立し、これまでの経験を活かして、
創業支援や新規事業、新商品開発支援、また多様な人材を活かした組織づくり支援を中心に活動中。




