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日々状況が変化する社会環境の中で、
ビジネスや組織は、いま大きな“変革”の時を迎えています。
未だ誰も行ったことのない未来に向かって、
メンターや専門家と共に事業の再構築をしていく半年間の伴走支援プログラムです。
女性起業家・経営者のみなさんのエントリーをお待ちしています！

COMPASS2020キックオフセミナー

いま女性経営者は、何を見て、どこを目指すのか

なごのキャンパス　企画運営プロデューサー
株式会社LEO　代表取締役    

粟生万琴氏

株式会社クラウドクリニック代表取締役
株式会社PLUS F 代表取締役社長   

川島史子氏

起業家／ジュエリーブランドHASUNA Founder&CEO 白木夏子氏
株式会社CURUCURU代表取締役   CEO  時田由美子氏

8 18
9:30-12:00

(火)

オンライン開催
（ZOOMウェビナー）

NPO法人起業支援ネット 代表理事 久野美奈子
キャリアコンサルタント/ JUNO(ユーノー)代表 　柴田朋子

本プログラムでは、女性起業家・経営者の成長とビジネスのスケールアップを応援いたします。昨年参加された20
名の皆さんは、メンターによる伴走支援を受け、仲間達と切磋琢磨しながら、自らのビジネスの成長に向け、力強く
歩んでいかれました。「新しい生活様式」が求められる今、ＩＣＴは更に加速し、人々の消費行動やこの地域の産業
構造も大きく変化していくことが予想されます。モノづくり産業中心の本県においても、女性の視点や感性が強みに
なる仕事が増え、女性起業家の存在が改めて期待されると考えています。
愛知県は女性のビジネスを全力で応援します。魅力あふれる愛知をともに創っていきましょう！

message
愛知県知事  大村秀章

あいち・ウーマノミクス推進事業に関するお問い合わせ あいち女性起業家・経営者支援プログラムCOMPASSに関するお問い合わせ
愛知県経済産業局産業部産業政策課
Tel  052-954-6330
Web  https://www.pref.aichi.jp/site/womenomics/

Step 1　ブラッシュアップ・セミナー  

愛知県内で事業活動を行っている女性起業家・経営者の方

 ..................
...........

40名程度
Step 2　アクセラレーション・プログラム   20名程度
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主　　　催：愛知県
共　　　催：愛知県信用保証協会、公益財団法人あいち産業振興機構、株式会社日本金融政策金庫
協力・後援： 

運　　　営：あいち女性起業家・経営者支援プログラム運営事務局(サスティナブル・ストーリー株式会社/特定非営利活動法人起業支援ネット) 

ホームページからお申し込みください。

2020年8月31日(月)17時まで
https://sstartup.jp/compass/

エントリー申込期限

あいち女性起業家・経営者支援プログラム 運営事務局
Web  https://sstartup.jp/compass/
Mail  compass@sstory.jp

(1)本プログラムへの参加に要する経費は応募者の負担とします。
(2)必要に応じてエントリー内容に関する質疑を行うことがあります。 
(3)エントリーにかかる個人情報は、本プログラムおよびそれに関連した目的の範囲内で使用します。
(4)アクセラレーション・プログラム参加者については、氏名、所属、事業概要等を公表します。
(5)審査結果に対する個別の問い合わせには一切お答えできません。
(6)最終報告会は公開で行います。報告資料を別途作成していただく場合がございます。 
(7)反社会的勢力に該当または関係がある場合や、応募資格等に違反する事項があった場合には、失格または参加取消とする場合があります。 

☑ 主体的に取り組む意欲
☑ 変化や違いに対する柔軟性
☑ 本プログラムへの参加による成長の可能性
☑ 女性の本県への定着及び雇用拡大へのインパクト

愛知県商工会議所連合会、愛知県商工会連合会、愛知信用金庫、公益財団法人あいち男女共同参画財団、愛知中小企業家同友会、株式会社アクショ
ンラボ、いちい信用金庫、EY新日本有限責任監査法人、W-ings女性起業支援ネットワーク、株式会社eight、一般社団法人エメラルド倶楽部中部支
部、岡崎信用金庫、岡崎ビジネスサポートセンター、からふる女性応援士隊、株式会社クレディセゾン東海支社、瀬戸信用金庫、ソーシャルビジネスサ
ポートあいち【愛知県、公益財団法人あいち産業振興機構、名古屋市、公益財団法人名古屋産業振興公社、半田市、豊明市、株式会社愛知銀行、株式
会社中京銀行、株式会社名古屋銀行、愛知信用金庫、瀬戸信用金庫、知多信用金庫、中日信用金庫、東濃信用金庫、東海労働金庫、株式会社日本政
策金融公庫、愛知県信用保証協会、名古屋市信用保証協会、コミュニティ・ユース・バンクmomo、株式会社ピー・エス・サポート、公益財団法人あいち
コミュニティ財団、一般社団法人SR連携プラットフォーム】、知多信用金庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部、中日信用金庫、中部経済
産業局、東春信用金庫、豊田信用金庫、豊橋信用金庫、株式会社名古屋銀行、名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部、西尾信用金庫、株式会社
日本政策投資銀行東海支店、碧海信用金庫、学び舎mom株式会社、武蔵精密工業株式会社
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こんな方、ぜひご参加くだ
さい

☑ 経営者として、今後の方向性を確立したい
☑ ビジネスモデルを見直したい
☑ 社会の変化に対応できる事業戦略・販路を構築したい
☑ モノづくりなどあいちの産業との連携でビジネスを　　
成長させたい

☑ 変化に対応できるチームづくり、組織づくり、　　　　
人材育成をしたい

In a new era
　　A new compass

これまでの常識が覆される状況の中、経営者は日々判断を迫られ迷いながら決断しています。新しい時代に向けて、経営者はいま何
を見て何をしてどこを目指すのか。愛知県にゆかりのある4人の女性経営者たちから、新しいコンパスのヒントを学びましょう！

参加
無料

愛知県からの
メッセージ

申込は
こちら

〔ゲスト〕

〔インタビュアー〕

●ブラッシュアップ・セミナーの参加希望が定員を超え
る場合、事務局の審査により参加者を選定します。
●アクセラレーション・プログラムの参加にあたっては、
事務局及び外部有識者等による審査を行います。

どなたでもご参加いただけます！

あいち・ウーマノミクス推進事業
「女性起業家育成・促進事業」

あいち女性起業家・経営者支援プログラム

本事業は、ＳＤＧｓの「５ ジェンダー平等を実現しよう」「８ 働きがいも
経済成長も」「11住み続けられるまちづくりを」に資する取組です。

あいち女性起業家・経営者支援プログラム

2020 年 7月13 日（月） （月）8月31日

エントリー期間



ワークショップ① ワークショップ③中間報告会 最終報告会

ミート
アップ マッチング

経営者に寄り添い
どんな小さな吐露
も受け止めます。

メンターより

新しい時代に向け、事業と組織を変革する半年間のプログラム

ブラッシュアップ・セミナー （定員40名程度）
　※会場は名古屋駅周辺を予定しています
　※状況によって、ウェブ開催となることがあります

（定員20名程度）
　※会場は名古屋駅周辺を予定しています
　※状況によって、ウェブ開催となることがあります

アクセラレーション・プログラム

メンター

3回のセミナーを通じて、急激な外部環境の変化を乗り越
え、あなたのビジネスを成長させるために必要な3つの
テーマを学びます。「現状」と向き合い「目的地」を整理す
ることで、自社の強みや課題を明確にし、アクセラレーショ
ン・プログラムへ進む準備を整えます。

4か月のアクセラレーション・プログラムは、新しいコンパス（向かうべき方向性）を確
立するための期間です。経営者としての経験や事業フェーズ、業種や課題などにより
最適化したチームを編成し、担当メンターが伴走します。期間中は担当メンターによ
る定期的なメンタリングや専門家メンターによる専門サポートが受けられます。
また、あなたのビジネスを応援してくれるパートナーをみつける場として、中間
DemoDayとFinalDemoDayを開催します。

9 9:30-11:30月10日（木） 9 13:00-15:00月17日（木） 9 9:30-11:30月24日（木） 11 9:30-11:30月5日（木）

講師：久野美奈子
ブラッシュアップ・セミナーを振り
返り、アクセラレーション・プログラ
ムで取り組む課題を設定し、計画を
つくります。

Acceleration 1

キックオフ、チームづくり、
専門家メンターによる講義

講師：柴田朋子

変化に直面するときにこそ、組織や
チームの底力が試されます。組織
の理念や事業の目的が、社員やメン
バーにしっかり共有されているか、
一人ひとりの役割が意識されてい
るか、社員やメンバーが主体的に業
務に関わっているか…。変化の時代
を共に乗り越えるための組織づく
り・チームづくりのマインドとスキ
ルを学びます。

Brushup 3
変化の時代を共に乗り越える
組織づくり・チームづくり

講師：久野美奈子

「新しい生活様式」が取り入れら
れる中、非対面型・非接触型も含め
た新たな商品サービス、ビジネスモ
デル、流通・販売チャンネルが求め
られています。やみくもにオンライ
ン化に走るのではなく、自社の強み
を生かし、戦略的に新しいツールを
「手段」として使いこなすことで、
これからの新しいビジネスモデル
と事業戦略を考えていきます。

Brushup 2
新しいビジネスモデル・
事業戦略を考える

講師：久野美奈子・柴田朋子

これまでの当たり前が次々と変化
していくことに社会全体が直面し
ている2020年。経営者はその中
で判断し決断していかなければな
りません。でもそれは、自らの事業
と組織を変化・成長させていくチャ
ンスでもあります。「変えなければ
ならないこと」と「変えてはならな
いこと」を見極め、事業を進化させ
るための道筋を学びます。

Brushup 1
今だからこそ、
事業と組織を見直そう

1 9:30-11:30月28日（木）

講師：柴田朋子
事業を印象づけるプレゼンテー
ションの極意を学び、短い時間で
も相手を惹きつけるプレゼンテー
ションを身に付けます。

Acceleration 3

相手を惹きつける
プレゼンテーション

ワークショップ②

11 9:30-11:30月26日（木）
講師：中島康滋
事業の再構築や業務改善に必要
な、ITツールや組織づくりのポイン
トを学び、自身の組織にフィットす
る解決方法を見つけます。

ITによる業務改善と
組織づくり

12 PM月 （予定）17日（木）
専門家や支援機関とのミートアッ
プ。あなたのビジネスを再構築す
るための具体的なサポートをす
るパートナーと出会えるチャンス
です。

Acceleration 2

中間DemoDay

2 PM月 （予定）25日（木）
女性起業家のアイディアを一緒に
実現したい企業や個人、ビジネスを
通じ愛知の地域活性化に関心のあ
る企業や個人、専門家や支援機関、
一般参加者へ向けて、あなたの新
しいコンパスを発表します。

Acceleration 4

FinalDemoDay

COMPASS 1期生
参加者の声

メンター経験豊富な3名が定期的なメンタリングを行います。
事業の再構築のための棚卸しと壁打ち、トライアル＆エラーをお手伝いします。 自らも経営者経験をもち、ITや組織マネジメント、人事労務、ソーシャルビジネス、業務改善、マーケティング、オンライン

化などに精通する8名の専門家メンターが、経営者の想いを引き出し、具体的な戦略づくりをお手伝いします。

粟生万琴
なごのキャンパス 企
画運営プロデューサー
／株式会社LEO 代表
取締役

金子尚弘
税理士／１級ファイナ
ンシャルプランニング
技能士／会計事務所
プロースト代表

小山邦彦
社会保険労務士法人
名南経営 前代表・現
相談役

佐藤真琴
株式会社PEER
代表取締役

白木夏子
起業家／ジュエリーブ
ランドHASUN A 
Founder&CEO

平田幸一
一般社団法人日本オ
ンライン講師アカデ
ミー 代表理事

野村恵美子
株式会社キャリアビ
ジョン
代表取締役社長

久野美奈子
NPO法人起業支援ネット
代表理事

柴田朋子
キャリアコンサルタント／
JUNO（ユーノー）代表

中島康滋
サスティナブル・ストーリー
株式会社　代表取締役

船木成記
一般社団法人つなが
りのデザイン
代表理事

2020 年は、ライフスタイルが激変し、ビジネスや組織は、いま大きな“変革”の時を迎えています。新しいニーズや「ニューノーマル」が生まれる中、オンラインの併用、チャネル依存の解消、顧客開拓、商品開発など、
経営者は多くの判断をしながら、新たなチャンスにスピード感をもって応えなければなりません。COMPASSでは、経営者に寄り添い、セミナーやメンタリングを通して、あなたのビジネスの再構築や成長を応援します。

専門家メンター

理念の大切さなど

学び多いワークで

した

何より担当制のメンタ
リングが良かった！

経験談はなに
よりも勉強に
なりました

同じ女性起業家として
苦労は同じなんだとが
んばれました

メンタリングで頭の中
を整理をしてもらえた

Voice of
     participants

Mentors Expert mentor

From Mentors

今必要な知識を、改めて学ぶ メンタリングを受けながら骨ある事業を確立していく

COMPASS 2020の流れ

ブラッシュアップ・
セミナー

（9月中・3回）

審査書類提出
（10/1（木）締切） 審査

アクセラレーション・
プログラム
（11月～2月）

ワークショップ①,② ワークショップ③中間
DemoDay

Final
DemoDay

メンターによるメンタリング・専門家メンターや支援機関によるサポート

ミート
アップ マッチング


