
新規事業立ち上げの 「ゼロからの事業化手法」 を実践的に学ぶ 「リー
ンローンチパッド」 プログラム。 本プログラムを用い、 ビジネスモデル構築
プロセスを体験することで次世代アントレプレナーを育成する “実践プログ
ラム” です。 いま、 手のひらにあるアイデアやシーズを゛ビジネス” に変え
るヒントをみつけませんか。 　　

学生、 大学院生、 研究員、 教職員、 企業の研究員（定員 20 名程度 )。 原則、 全日程に参加できる方。対象

お問い合わせ　  同志社大学 研究開発推進機構　　長田／松原      

TEL︓0774-65-6223　　Email︓hr-dev@keihanna-rc.jp

至
誠
館所在地 〒602-8580　京都市上京区今出川通り烏丸東入

地下鉄烏丸線 「今出川」 駅から徒歩 1 分

京阪電車 「出町柳」 駅から徒歩 15 分

バス停 「烏丸今出川」 から徒歩 1 分

同志社大学　今出川キャンパス／至誠館（しせいかん）

https://www.doshisha.a
c.jp/information/campu

s/access/imadegawa.ht
ml

●京都市営地下鉄烏丸線今出川駅 2 番出口から烏丸通を北進すぐ

　下記をご確認の上、 お申し込みください
・ 原則としてコースの全日程に参加ください。 尚、 9/28（初回ガイダンス）、 9/29（アイデア発表会）、
　10/6（リーンスタートアップ理論集中講義）、 12/15（最終発表会）は必修です。
・ 初回の授業までに取り組んでいただく事前課題があります。
・ グループウェアを使用するため、 ノート PC をご持参ください。
・ 講義以外に、 顧客インタビュー等の宿題 ( フィールドワーク ) があります。
・ 1 チーム 4 名を基本としますが、 1 名から参加できます。 なお、 チーム参加も歓迎します。
・ 当日、 守秘に関する誓約書に署名していただきます。
・ 研修プログラム受講の前後に 「ヒューマンスキル ・ アセスメント」 を実施していただきます。
　実施にあたっては個別に案内します。

※ご記入いただいた個人情報は、 本イベント参加者の把握と、 けいはんなリサーチコンプレックス事業のイベント案内に利用させていただきます。

申し込み
下記 URL から受講申込書をダウンロードし、 必要事項をご記入の上、 メール添付にてお送りください。
https://keihanna-rc.jp/pt_application_dl/
mail︓seminar@keihanna-rc.jp

お申し込み 1 次締め切り︓2019 年　月  　　　　　日（月）正午
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[ 主催 ] けいはんなリサーチコンプレックス事業 http://keihanna-rc.jp/
[ 事務局 ] 同志社大学 研究開発推進機構　TEL︓0774-65-6223 FAX︓0774-65-6773 Email︓hr-dev@keihanna-rc.jp
[ 主催 ] けいはんなリサーチコンプレックス事業 http://keihanna-rc.jp/
[ 事務局 ] 同志社大学 研究開発推進機構　TEL︓0774-65-6223 FAX︓0774-65-6773 Email︓hr-dev@keihanna-rc.jp

プログラム
「Produce Trial（プロデュース ・ トライアル）2019」「Produce Trial（プロデュース ・ トライアル）2019」
2019 年 9/28（土）～ 12/15（日）／全 8 回
同志社大学　今出川キャンパス／至誠館（しせいかん）
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◆ビジネスモデル構築のためスタンフォード大学で体系化された事業創出手法　 
　 を学ぶ 「次世代アントレプレナー育成プログラム」 です。
◆投資経験を有する専任講師が直接指導。
◆理論を学ぶ講座とグループワーク ・ フィールドワークでのモデル検証実習を組    
   み合わせ実践的な学習を進めます。
◆講義日以外は専用グループウェアを活用しリモートで実習指導を受けます。
◆優れた事業モデルを生み出したチームは本プログラムを通じ起業資金の提供
   を受けるチャンスが得られます。

スタンフォード大でも実践︕

事業化プロセスを活用してスタートアップの投
資育成を行うシードアクセラレーターを運営す
る。 総合商社、 シリコンバレー及び国内の
VC での通算 20 年以上にわたる新規事業
の立ち上げとベンチャー投資の経験と、 「顧
客開発モデル」 等の事業化手法の知見とを
ブレンドした経営支援が強み。 東京理科大
学工学部卒、 McGill 大学 MBA、 早稲
田大学客員教授。 訳書に「アントレプレナー
の教科書」 等がある。

ラーニング ・ アントレプレナーズ ・ ラボ株式会社

代表取締役 堤 孝志　氏
講師

《リーンローンチパッド》とは？
The Lean Launch Pad

アイデアや技術シーズをもとに、商品とそのビジネスモデルを構築する

ための手法を実践的に学ぶシリコンバレー生まれの起業家教育プログラ

ムです。

「デザインシンキング」「ビジネスモデル・キャンバス」「リーン・スター

トアップ」などの形式知化・体系化された事業創出手法を取り上げ、自

らの事業シーズにそれを適用して事業化の疑似体験をしながら手法を自

分のものにしていきます。

疑似体験にはビジネスモデルの設計、価値を検証するための潜在顧客へ

のインタビュー活動、有り物による手早いプロトタイピングなどが含ま

れ、実践度の高い内容になっています。

リーンローンチパッドはその教育効果の高さから、これまで世界各国で

実施され、日本でも大学、企業ならびに自治体にて 50回ほど開催され、

1,000人以上の起業志望者が受講し、数多くのベンチャーや企業内新規

事業の創出につながっています。

Produce
Trial2018

Produce Trial2019 
《リーンローンチパッド》

日程 ・ カリキュラム（予定）
講義 ・ 演習

フィールドワーク

Day

01

9/28（土）10:00-17:00

アイディエーション・デザイン思考

Day

03

10/6（日）10:00-17:00

ビジネスモデルの設計・検証

Day

04

10/20（日）10:00-17:00

プロトタイピング

Day

05

11/3（日）13:00-17:00

マネタイズの工夫

Day

06

11/17（日）13:00-17:00

ビジネスプラン化・収益モデル設計

Day

07

12/1（日）10:00-17:00

スケーラビリティ設計、ピッチ準備

Day

08

12/15（日）13:00-18:00

DEMODAY/ 最終発表会

ニーズ検証

プロトタイプ作成

ニーズ検証

ビジネスモデル検証

FW

FW

FW

FW

Day

02

9/29（日）11:00-17:00

グループ活動・自習形式　11:00～15:00
アイデア発表会　15:00～17:00


