
Onlineで開催するサンフランシスコ・シリコンバレープログラムです。グローバリゼー
ションが進む中、世界がどう変化し、自らがどう進むのか、「SV流プレゼンテーション
術」、「ITの中心地シリコンバレーのバーチャル企業訪問」、「プロフェッショナル講演」、
「ネットワーキング・イベント」により、【シリコンバレー流 ネットワーキング術】を習
得して頂き、最終的にはグループ発表＆プレゼンテーション行います。

LCE 検 索http://www.lce-edu.com【企画・現地運営会社】 ライトハウス・キャリアエンカレッジ（株）
〒600-8095  京都市下京区扇酒屋町289番地デ・リードビル4階／Tel:075-344-6530
▶問合せ先／info@lighthouse-ce.com

「マーケティングとは何か？」に立ち返り、新規事業の顧
客分析とメッセージングの罠、プロダクト・マーケット・
フィットの概念を、ケーススタディを使って考えていく
講義。慶應義塾大学経済学部卒業後、JPモルガン・投資銀
行部門に入社。その後、2003年にソニーに入社し、海外
事業を担当。2009年にミシガン大学にてMBA取得後、ソ
ニーのCEO室でCEO/CFOスタッフとして構造改革や
M&A案件を推進。 2015年にTakeoff Pointを設立。ソ
ニーをはじめ、日米のスタートアップや一般企業の新規
事業に対するビジネス支援と人材育成サービスを提供し
ながら、同社で社会課題解決型ビジネスを立ち上げ中。

Special  Lecture.1

石川 洋人

「シリコンバレーにおけるマーケティング：基礎編」
講 座

スタートアップ・マーケティング、顧客/市場分析、アントレプレナーシップ
キーワード

現サニーヴェールサスティナビリティー委員会議長。過
去にHPで教育と環境管理プロジェクトに取り組み、ス
タンフォードビジネススクール入学部長の勤務経験も
ある。サステイナブル・シリコン・バレー取締役会議長、
モンテレー・インターナショナルスタディー研究所
MBA Program長を歴任。Rolltronics社（シリコン・バ
レー・スタートアップ）執行役員でもある。環境科学学士
保持、スタンフォード大学MBA、カリフォルニア大学
（サンタクルス）環境学科・博士号取得。デザイン思考
ワークショップを開催。

Special  Lecture.2

Dr.Bruce

「Design Thinking Workshop」
講 座

デザイン思考、イノベーション
キーワード

日本の短大卒業後、日本の企業に就職。楽しいながらも
将来の”働き方と女性の選択権“に疑問を持ち、渡米。
丁度その頃、アメリカの大学ではWorld Wide Web の
クラスを取り組みだした頃で、インターネットに興味を
持つ。米国公認会計士時代の経験やその後、アメリカの
大手企業（eBay, Apple, Worldpay, Upwork) および
スタートアップ企業での経験話、そして2社を上場させ
た経験を通して、成功する企業の共通点、ダイバーシテ
イの重要な理由、報酬制度、 そして会社それぞれのカル
チャーとサバイバル術を学生と考察する。

Special  Lecture.3

スウェイン純子

「シリコンバレーの成功企業そしてキャリアアップの過程」
講 座

ファイナンス戦略、ダイバーシテイ、女性の経済的自立
キーワード

Menlo College

8月15日（日）～21日（土）7日間

プロフェッショナル講義

2021年

Online
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シリコンバレーProgram
インテンシブ集中コース
～「自分のイノベーション」を起こす～

シリコンバレー流 ネットワーキング術を習得せよ！

人生で最も重要なのは知識では無く人脈だ！
キラー

コンテン
ツ

The most important thing in life is not what you know, it's who you know!

国際教育NPO団体Silicon Valley Japan College（SVJC）とのコラボ企画が実現！



2021年8月15日日～8月21日土 7日間

インテンシブ集中コース・スケジュール［合計22.5時間］

Online シリコンバレーProgram～「自分のイノベーション」を起こす

※ダウンロードしていただきます。

※グループワーク及び個人ワーク時間は計上していません。

40名（最少催行人数20名/他大学との合同実施）定　員

無料オンライン会議システムZOOMなど使用ツール

2021年8月15日(日)～8月21日(土)7日間
●プログラム運営&ファシリテート

日 程

64,900円（税込）参加費

費用に含まれるもの

●設備費および通信費
費用に含まれないもの22.5時間研修時間

2021年 6月30日（水） まで出願締切

自分のアイデアを投資家や様々な文化や背景を持つ
人達に対し、いかに戦略的かつ効率的価値を共有し
賛同を得る事ができるか？起業家たちが集まるSV
から広まったわずか数分間の戦いをPitch(ピッチ)
と呼びます。当講座では起業家のビジネス拡大時に
必ず必要となるPitch成功の鍵また成功へ導く仕組
みを、実体験を事例として徹底分析し解決します。

●オリエンテーション：２時間　●レクチャー：3.5時間　●デザインシンキングワークショップ：3時間　●ランチディスカッション１.5時間　
●ゲストスピーカー講義：１時間　●バーチャルツアー：1.5時間　●1st ピッチ(中間ピッチ)：１時間
●メンタリング：1時間　●ピッチワークショップ約２.5時間　●最終ピッチとセレモニー：３時間
●ゲストとのネットワーキングパーティー２.5時間　※グループワーク及び個人ワークは別途8時間程度行って頂きます。

SV流ピッチ（プレゼンテーション）術習得
『今や世界中のインキュベート施設がお手本とする
『Plug & Play』訪問。世界中からスタートアップや新
規事業を手掛ける企業が集合し、次ステップに向け
た最新情報交換やパートナー、投資家達との出会い
の場所です。人、学び、アイデア、技術、資金などが集中
するシリコンバレーのエコシステム震源地であり起
業家達に最高のプラットフォームとなっています。

バーチャルツアー

最新の知識、技術、コミュニケーション力、発信力、推進力
など重厚的かつ総合的なセンスが求められるSVに於いて、
起業家必須の『マインドセット』『グローバル人間力』
『SWOT分析』『マーケティング理論』『デザイン思考力』『イ
ノベーション』など、本場SVで百戦錬磨のビジネス戦を闘
い抜いて来たプロフェッショナルだからこそ伝授できる
実践的な秘訣をお伝えします。

プロフェッショナル講義
2015年、世界で大活躍できる次世代型人材育成を目指し、21
世紀を牽引しているIT企業が密集し起業家精神に溢れるシリ
コンバレーを拠点に開設された国際教育NPO団体。実践ビジ
ネス経験から得た見識力、革新力、日本力、世界力を総合的に学
び、真のグローバルスタンダードを身に着ける事ができるプロ
グラムは、日本の各種教育機関に加え、数多くの一般企業や行
政等にも『21世紀を闘え抜ける人材』輩出を行っています。

SVJC（シリコンバレー・ジャパンカレッジ）とは？

手段日程［日本時間］ 内容（変更する場合があります）

8月15日（日）

8月16日（月）

8月17日（火）

8月18日（水）

8月19日（木）

8月20日（金）

8月21日（土）
※写真はイメージです。

インテンシブ集中コース

Point ❶ Point ❷

Point ❸ Point ❹

●オリエンテーション／自己紹介(日本語＆英語)
●プロフェッショナル講義（日本語または英語）
●グループワーク

●デザインシンキングワークショップ 2hr.(英語)
●グループワーク (日本語)
●ゲストとの昼食(日本語＆英語)

●プロフェッショナル講義（日本語または英語）
●ゲスト（日本語）業界最先端で活躍するゲストをお招きします。
●グループワーク

●バーチャルツアー(日本語＆英語)
●ピッチ#1（日本語）アイデアを中間プレゼンテーションします。
●グループワーク

●プロフェッショナル講義（日本語または英語）
●メンタリング（日本語）参加学生個別にビジネスプロが指導します。
●グループワーク

●ピッチワークショップ（日本語）プレゼンテーション技術を精査します。
●グループワーク

●最終ピッチ　終了セレモニー(日本語)           
●ゲストとのネットワーキングパーティー(日本語＆英語)





お問い合わせ先: 

ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社 

E-mail：info@lighthouse-ce.com 

 

2021年夏 ONLINEシリコンバレー研修インテンシブ集中コース 

~自分のイノベーションを起こす~ 

募集要項 

 

募集要項 

■研修日程： 2021 年 8 月 15 日(日)～21 日(土)  7 日間 

  ＊8 月 ７日(土) 18:30-20:00  アセアンの IT/アントレプレナー特別講座 

  ＊8 月 10 日(火)  9:00-10:30  キックオフミーティング 

■申込締切： 2021 年 6 月 30 日(水) ※定員を超える場合先着順での受付 

■研修費用： 64,900 円(税込) 

■定員： 40 名 （最少催行人数 20 名）複数校合同実施 

■プログラムに含まれるもの： プログラム運営＆ファシリテート費用 (日程表参照） 

■プログラムに含まれないもの： 通信費 

■参加資格： 

プログラムの趣旨を理解し、参加に強い意欲があること。 

オリエンテーションを含む全日程に参加できること。 

仲間と一緒に切磋琢磨・協力しながらゴールに向かって一生懸命になれること。 

自宅でインターネット環境（PC 推奨）があり Zoom 等 Web 会議システムを使用できること。 

■キャンセルポリシー： 

研修開始日の前日から起算して 30 日前から～3 日前まで ：旅行代金の 20％ 

研修開始日の前日から起算して前々日以降 ：旅行代金の 50％ 

研修開始後または無連絡不参加：旅行代金の 100％ 

■振込先：  

三井住友銀行 京都支店 普通 9318890 ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社 

※振込人名義の頭に「シリコン」と入れて下さい。 例： シリコン ヤマダハナコ 

■支払締切： 2021 年 7 月 9 日(金) 振込費用は申込者負担にてお願いします。 

プログラムのお申込み 

Google Form より受付中！ 

皆様のご参加、お待ちしております 

URL: https://forms.gle/WYfnnBTdmZyo9drp9 

プログラムお申込みはこちら 

mailto:info@lighthouse-ce.com

