
本プログラムでは、あいちで活動する女性起業家・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。
デジタル化が更に加速し、ＳＤＧｓへの関心が高まる中で、人々の消費行動を始めとする事業環境は変化し続け
ています。このような中、生活者としての目線と経営者としての視点を併せ持つ女性起業家の存在は、新たなイノ
ベーションの芽につながると考えています。
これまでのCOMPASS卒業生40名に続くのはみなさんです。ぜひ、COMPASSに参加し、メンターの伴走を受
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、力強く歩んでいってください。
愛知県はあなた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

項
事
意
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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、株式会社日本政策金融金庫
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。

2021年6月30日(水)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。 

☑ 主体的に取り組む姿勢・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
☑ 本県の地域資源とのコラボレーションの将来性

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、あま市、いちい信用金庫、EY新日本有限責任監査法人、岩倉市、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、春日井市、蒲郡市、からふる女性応援士隊、刈谷市、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、サスティナブル・ストーリー株式会社】、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（予定）、東郷町、東春信用金庫、豊明市、豊田市、豊田信
用金庫、豊橋市、豊橋信用金庫、株式会社名古屋銀行、名古屋市、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、東浦町、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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愛知県からの
メッセージ

●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。

未来をつくる
ビジネスを築こう　

いまや時代は大きく変わりました。環境やライフスタイルが変わり、ビジ
ネスのあり方も大きく変わってきています。あなたの事業は多様化する社
会課題や顧客ニーズの変化に対応できているでしょうか？

あいちCOMPASSは、社会の動きをつかみ、メンターやプロボノなど他者
の力を借りながら、事業の成長をサポートする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！

あなたの事業の成長をサポートする、
半年間の伴走支援プログラムです。

☑ 時代や社会のニーズに応えられるよう
にビジネスを見直したい

☑ ビジネスの収益性を改善したい
☑ 個人からチームへと組織を変えたい
☑ 地域と連携し、地域に貢献できる事業
をつくりたい

Welcome
こんな方、ぜひご参加ください

あいち発
From Aichi

申込はこちら

☑ 起業家の事業をサポートしたいプロボノ
☑ 起業家の事業とコラボレーションしたい
企業の方

☑ あいちCOMPASS1期・2期生の方
☑ あいちCOMPASSに興味がある方

★ 女性起業家・経営者の相談相手（壁打ち相手）になる
★ 会議室やオフィススペース、レンタルスペースを提供する
★ アップサイクル素材や地域で採れた食材の提供などを通して、
一緒に事業をつくる

★ 起業家やCOMPASSの情報発信・プロモーションを行う
★ Final DemoDayのイベントを一緒につくる　　　　　など

Welcome
こんな方を募集しています

具体的なサポートの例

「あいちCOMPASS応援団申込フォーム」から
お申し込みください。

https://sstartup.jp/compass/

参加無料
対象：女性起業家・経営者

Participation is free!

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

2021. 6.2

6.30

エントリー期間

水

水

Entry

あいちCOMPASS応援団募集！
あなたの応援が明日のあいちをツクル

あいちCOMPASS応援団になって、あいちの未来をいっしょに創っていきませ
んか?あいちCOMPASSでは、起業家の育成支援をするとともに、女性起業家が
育つ土壌もつくっていきたいと考えています。

そこで、女性起業家・経営者を「周りで支えるサポーター（応援団）」を募り、
起業家の事業ブラッシュアップのサポートや、事業コラボレーションの企画、あ
いちCOMPASSの運営サポートなどを通じて、あいちを盛り上げていきたいと思
います。

あなたのジョインをお待ちしています！



ワークショップ①,② ワークショップ③中間DemoDay Final DemoDay

メンターによる半 年間の伴走 支 援

ミート
アップ

ミート
アップ

ミート
アップ

ミート
アップ

ミート
アップ

地 図とコンパスを手に目的 地へ 。 —仲間とともにビジネスをアクセラレートする半年間のプログラム—

COMPASSがなけ
れば、チームづくり
も実現せず、どこへ
進むのか迷ったまま
だったと思います。

Mentors

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、やりたいこと（Will）、できること（Can）、求められていること
（Must/Needs）を整理します。SDGsやエシカル消費など社会のトレンドをつかみ、自分
の強みや自分らしさを効かせて、事業をブラッシュアップしていきましょう。

半年間のアクセラレーション・プログラムでは、メンターやプロボノなど他者の力もか
りながら、あなたの事業の成長のための具体的なアクションを検討し、実施していた
だきます。地域や企業など、事業パートナーとのミートアップの場もぜひ活用してくだ
さい。また同じ起業家同士、課題や悩みを共有しあうことで、起業家仲間のつながり
もできます。

10:00
12:00

あなたの事業の現状整理を行い、自分
の想いや組織が向かいたい未来を整理
します。やりたいことやビジネスをしてい
く上でゆずれないもの、何を大事にした
いのかなど理念を確認し、あなたの事業
の特徴（コアコンピタンス）を見つけて
いきます。

Brushup 1

あなたが提供できる
価値を探る

メンター経験豊富な4名が定期
的なメンタリングを行います。
事業の棚卸しや壁打ちなど、メ
ンタリングを通じて事業のブ
ラッシュアップをしていくお手
伝いをします。

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

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

わたしたちの事業を取り巻く環境は日々変化しています。また、中長期的な視点でとらえた持続可能な社会を目指すSDGsを欠いては、ビジネスにおいて顧客や取
引先からの共感や信頼を得られません。あいちCOMPASSでは、起業家が、向かいたい先(目的地)を明確にし、そこへ向かって歩むためのブレないコンパスを手
に、仲間(応援団)の力を借りながら、歩んでいけるようサポートしていきます。

本当に少しずつですが
前進しているのが感じ
られるようになってき
た事や、他の起業家さ
んとのつながりはかけ
がえのないものとなり
ました。

やりたいこと、できること、求められていることを
整理して、事業をブラッシュアップする

メンターやプロボノなど他者の力もかりながら、
事業をアクセラレートする

ブラッシュアップ・
セミナー
（7月・3回）

審査書類提出
（7/30（金）締切）

審査
（8月）

アクセラレーション・
プログラム
（9月～2月）

7.6 火
10:00
12:00

あなたの事業は、だれに向けて、どんな
価値を提供していきたいのか整理します。
自分の価値は自分では気づきにくいも
の。社会の動きや他者からの問いかけに
より、あなたの事業の潜在価値に気づき、
もっているリソース（資源）を洗い出すこ
とで、提供できる価値を探っていきます。

Brushup 2

あなたの事業がめざす
目的地を見つける

7.13 火
10:00
12:00

いまやSDGsはビジネスをしていく上で
欠かせない視点となっています。愛知県
では「SDGs未来都市」としてSDGsの
取組を推進し、みなさんといっしょに持
続可能な社会の実現をめざしています。
あなたの事業をSDGsの視点でとらえる
ことで、事業をブラッシュアップしていき
ます。

Brushup 3

社会の動きをつかんで、
あなたの事業を
ブラッシュアップしよう！

7.20 火

10:00
12:00

互いの事業をブラッシュアップしていく
ことができるよう、チームを組成しアク
セラレーション期間のプランニングをし
ます。また、ビジネスを進めていく上で
欠かせない「相談の仕方」を学び、アク
セラレーションの準備をしていきます。

Acceleration 1

キックオフ・
オリエンテーション

9.7火

PM

先輩起業家やプロボノ、連携企
業、支援機関とのミートアップ
の機会です。アクセラレーショ
ン期間で進めてきた３ヶ月間の
報告と課題を共有し、互いにサ
ポートしあえることやアイディ
アなどを出しあい、残りの３ヶ
月をどのように過ごすか再構成
します。

DemoDay

中間DemoDay

11.16 火

中間DemoDayに向けて、今後の事業展
開をしていくために、何が足りなくてどこ
を見直していったらいいのか整理します。
ひとりビジネスからチームビジネスへ。仲
間やプロボノ、連携企業など他者の力を
借りる事業の展開を構想していきます。

Acceleration 2

今後の事業展開を考える

10.5 火
10:00
12:00

10:00
12:00

自分が伝えたいことと、相手が聞きたい 
ことの間には大きな隔たりがあるもの。
どんな言葉を使って、誰に何を伝えるか
整理し、伝えたいコアをどのようにまと
めるか学び、FinalDemoDayに向けて
最終準備をしていきます。

Acceleration 3

相手に伝わる
プレゼンテーション

1.11 火

各回、愛知県が行う取組について県の担当者から話題提供の時間があります。
また、COMPASS�期生、�期生の女性起業家・経営者との交流の場を設けます。

（予定） PM

COMPASS3期生によるビジネスプレ
ゼンテーションを行います。あいち
COMPASSの1期生、2期生や連携企
業、支援機関による展示会も同時開催
します。あいち発の新しいチャレンジを
通じて、あいちの未来をつくるあいち発
の新しいチャレンジにつながる事業へ
とアクセラレートしていきましょう。

DemoDay

Final DemoDay

2.22 火

（予定）

半年一緒に同じプログラ
ムで走ってきて、それぞ
れに試行錯誤した末を
FinalDemoDayで分か
ち合えて非常に良かった
です。

自分の弱みをさらけ出
し、それを受け止めて応
えてくださった事で、安
心して課題に取り組むこ
とができました。

COMPASS 
1期生・2期生の声

Voice of
     participants


