
Yao Innovation Acceleration Program

八尾イノベーション促進プログラム
八尾
IAP

環山楼塾では、八尾市内に事業所をお持ちの
経営者・経営幹部・後継者の方 を々対象に、
イノベーションを創出する力を身につける
人材育成プログラムを実施します。
八尾市内に事業所をお持ちの皆さま、ぜひご参加ください！

八尾市・八尾商工会議所主催 お問合せ：株式会社角川アスキー総合研究所  「八尾イノベーション促進プログラム」事務局
　　　　    TEL：06-6479-1723（平日 10：00～17：00）　 Mail：seminar-osaka@lab-kadokawa.com

2019年  7月8日 （月） 12:00まで
 2019年 5月23日 （木） -  7月5日 （金） 17:00まで

参加申込書提出締切り

募 集 期 間

お電話からのお申込み

お申込み日：2019 年　　月　　日

WEBからのお申込み

※PDFや PowerPoint 等、参加申込書のデータ送受信が可能なアドレスをご記入ください。

フリガナ 役職  ※個人の方は記入不要です

電話番号（〒　　　　ー　　　　　）

会社名
※個人の方は記入不要です

氏  名

住  所

メールアドレス

個人情報の取扱いに同意する

【個人情報の取扱いについて】 個人情報の取扱いについて、以下ご確認願います。入力いただいた内
容は、本事業以外の目的に使用したり第三者に提供することはありません。詳しくは、右記QRコードより
八尾市「個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。ご承諾いただける場合は、下記にチェックをお
願いします。※チェックをされていない場合はお申込み受付が出来かねます。ご注意ください。

FAXからのお申込み

下記のWEB・お電話・FAXのいずれかの方法でご応募ください。受付後、事務局
より受付完了メールと参加申込書を送付します。必要事項をご記入の上、締切日
までにメール、もしくはFAXにて参加申込書をご提出ください。参加申込書の提出
後、参加確認をもって、参加申込完了となります。

参加申込みについて

30,000円15回
＋個別メンタリング

講 義 数 受 講 料

20名

定 員

◀ こちらのQRコードより
　 お申込みください。

起こせ！イノ
ベーション

受講者募集
中！

応募者多数の場合は
選考とさせていただきます。

宿泊費は受講料とは
別途発生致します。

八尾イノベーション促進プログラム（Yao Innovation Acceleration Program
＜通称「八尾IAP」＞）は、起業家及び次世代経営者の課題解決とイノベーション創出の
後押しを行うとともに、これから起業を志す起業準備者にも必要な知識やノウハウを伝
授することを目的としたプログラムです。

産業政策課　令和元年5月発行（刊行物番号R1-40） 

八尾
イノベーション促進
プログラムとは

FAX 06 -  6479 - 1724

【 受付時間 】  平日10:00～17:00

TEL 06 -  6479 - 1723
株式会社角川アスキー総合研究所
「八尾イノベーション促進プログラム」事務局 （担当：楠田・松原）



環山楼塾は、学び（Input）と実践（Output）を体感すること
により、イノベーションを創出する人材育成プログラムです。
アイデアをカタチにする、熱い想いを行動に移すことができる
“戦略的企業家 Strategic Entrepreneur”の養成を
めざし、世界に一つだけのイノベーションプランを作成する人
材を育成・支援します。

カリキュラムでは、新しいビジネスプランを考える上
で大切な要素を網羅し、起業家・次世代経営者として
必要な知識を習得していきます。また、自社の抱える
課題を棚卸しし、ブレストすることで、思いもよらない
角度からイノベーションの気づきやヒントを得ること
ができます。強みを最大限に活かす新規事業創出に
向け、受講者を支援します。

前期：課題の整理と解決方法の検討、後期：イノベーション
プランの策定とに分け、講義をご用意。さらに受講期間中に個
別相談を3回に分けて実施し、個々の実状、悩みに寄り添った
フォローアップを行います。およそ8か月かけ、“戦略的企業家
Strategic Entrepreneur”を目指し、支援します！

藤原 明 氏
ホテル・ロッジ舞洲りそな総合研究所株式会社

リーナルビジネス部長

これまで、多数の企業・大学・地域との協働企画、
リーナル（REENAL=RESONA＋REGIONAL）
プロジェクトは500を超え、その有機的なネット
ワークが広がる「わらしべ長者」的展開は各所で
反響を呼んでいる。豊富なケーススタディをベー
スに年間300を超える講義・講演・ワークショップ
により、リーナル式手法を確立。雑誌AERAでは
「日本を突破する100人」に選出された。

応募

参加申込書の提出

面談・選考
結果通知

成
果
発
表
　
2
月
15
日

プログラムの流れ

事業に関するお知らせは、
随時Facebookで発信してま
いります。ぜひ「いいね！」で
フォローしてください！

八尾
IAP

起業家＆次世代経営者のためのカリキュラムで戦略的企業家へ！

メイン講師による
講義と個別メンタリング メイン講義に加え、5回の特別講演を予定しています。アイデア創出、企業デザイン（ブラン

ディング）、ファイナンス、プレゼン術等々、幅広いジャンルの豪華講師陣が登壇します！

豪華講師陣による特別講演

対象者

八尾市内に事業所を持つ
経営者・経営幹部（候補者）の方
40歳までの方
（個々の状況に応じて相談可）
自社の置かれている現況・将来の
展望を把握している方
原則、カリキュラム全日程に
出席できる方

課題･悩み 学びと実践を体感するカリキュラム
Input

収益モデルの
作り方が
分からない

ビジネスプランが
実現に
至らない

特別講演個別相談 宿泊研修メイン講義

1982年に日産自動車入社。製造現場、セールスマンから財務
に至るまで幅広く経験し、社内留学先のUCLAビジネススクー
ルにて経営理論を学ぶ。帰国後は外資系コンサルティング会
社、日本コカ・コーラ　ビバレッジサービス常務執行役員を経
て、2000年（株）アトラスの代表取締役に就任。2005年には
「THE BODY SHOP」を運営する（株）イオンフォレストの代表
取締役社長に就任。2009年、スターバックスコーヒージャパン
（株）のCEOに就任。現在は、リーダーシップコンサルティングの
代表として、全国を駆け回る。

岩田 松雄 氏
金谷 元気 氏Leadership Consulting

代表

akippa株式会社
代表取締役CEO

アイデア創出支援の専門家。東北大学大学院・理学研究科修士課程
卒業。ブレインストーミングや創造技法の実践と理論の両面に強い興
味を持つ。人がアイデアを考え出す際のプロセスを研究しており、そこ
から、創造的思考を補佐する「アイデア創出の道具」を作っている。早
稲田大学（デザイン論）、奈良女子大学（創造学）非常勤講師。

石井 力重 氏
アイデアプラント
代表

1994年、大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程修了。財
団法人日本証券経済研究所研究員、大阪市立大学経済研究所専任
講師、助教授、神戸大学大学院経営学研究科助教授、教授を経て、
2016年より現職。専門は、アントレプレナーファイナンス、ビジネスプ
ランニングとリスク分析、中小企業金融。

高校卒業後は大学へ行かず関西サッカーリーグでプレー。2009
年に24歳で営業会社を創業。2014年にエンジニアが0人の状態
で、駐車場シェアリングアプリ『akippa』をリリース。その後2016
年12月にトヨタ自動車と提携。日本郵政キャピタル、JR東日本グ
ループ、住友商事などから総額約24億円の出資を受ける。

忽那 憲治 氏
神戸大学大学院 科学技術イノベーション研究科
副研究科長・教授

2019

7月初旬～中旬
7月23日(火)

2020

受講

前期：課題の整理と解決方法の検討
7月30日(火)、8月6日(火)、20日(火)、27日(火)、10月5日(土)

後期：イノベーションプランの策定
10月22日(火)、29日(火)、11月26日(火)、12月10日(火)

Output

innovation

1泊2日

最新情報は
こちらから

5月 6月 10月 2月7月

前期終了後、一泊二日の宿泊研修を実施。いつもとは違う
新鮮な環境で行うブレインストーミングで、アイデアを出
し合いましょう。八尾の企業家の輪を広げるコミュニケー
ションをどうぞお楽しみください。

宿泊研修で広がる
コミュニケーション

※詳しいスケジュールはFacebookをご覧ください。

【募集期間】
5月23日(木)

〜
7月5日(金)
17:00まで

【提出締切】
7月8日(月)
12:00まで

宿泊研修
10月12日～10月13日

イノベーションプランを
明確に持ち、

新規ビジネス実現に向けて
具体的に動き出すことができる！

＝
戦略的企業家へ！課題への

アプローチ方法
が分からない

新規事業
（イノベーション）
を起こしたい

Strategic Entrepreneur

https://www.facebook.com/yaoIAP/

※宿泊費は受講料とは
　別途発生致します。土 日10 ～1312

月7 29

火12 3

メイン
講師

and more...

基調講演

ファイナンス講演

土9 7 イノベーション講演

成果発表を含めた
合計10回の講義を
実施します。

(土)＋個別メンタリング ＋個別メンタリング


