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主催：
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アジア起業家村推進機構 アジア経営戦略研究所
共催：
共催：京浜多摩和僑会

対象：
対象：アジアからの
アジアからの留学生
からの留学生や
留学生や卒業生
アジアビジネスを
ジアビジネスを開拓したい
開拓したい地域
したい地域の
地域の団体・
団体・企業の
企業の人材、
人材、後継者
ＮＨＫも
ＮＨＫも国内、
国内、国外 140 カ国に繰り返し放送！
放送！

卒業時 BP(ビジネスプラン）
BP(ビジネスプラン）発表会では、
発表会では、最優秀賞者に第
優秀賞者に第 2 アジア起業家村アジア
サイエンスカフェフリーオフィスデスク
サイエンスカフェフリーオフィスデスクを
フリーオフィスデスクを 1 年間、優秀賞者に半年間無償貸与
年間、優秀賞者に半年間無償貸与

「アジア起業家養成塾」は毎年開催、既に卒業生が 230 余人（内半数がアジアの方）となり、特色の
ある塾として注目されています。今までにNHKやエコノミストなど様々なメディアで紹介されています。
「第一アジア起業家村」には、この 10 年間で 36 社が創業し、第二アジア起業家村であるアジアサイ
エンスカフェには、5 社が入居しております。この塾でパートナーと出会い、日亜の起業家が出会い、パ
ートナーとして創業する例も増えております。また、日本国経産省や地方の公募案件に応募して能力を
磨く塾生も多くなっています。もちろん、海外で既に創業した人、創業準備を行っている人もいます。
今年度の 10 周年を契機にアジア起業家村では、全国の自治体の要請に応えて、地方でアジアの起業家
が創業するお手伝いもしております。
この塾では、卒業時のアジアビジネスプラン発表会の審査で最優秀の方には 1 年間、優秀賞の方には
半年間、アジアサイエンスカフェのフリーデスクを無償で貸し出す特別特典をお付けいたします。
対象：○アジア各国・各地域から日本に来て“起業”を目指す方(留学生)、起業したばかりの方
○アジアの方々と一緒に、アジア市場での“起業”を目指す日本人
○自らの技術やアイデアを基にアジアビジネスを目指す中小企業経営者（日本人・アジア人）
講師陣の
講師陣の特徴
たします。塾終了後、上記施設や日本やアジア各
実業の講師陣、特に企業経営者は、無から上場を果 地のオフィスに入居する方も、NPO の活動会員や会
たした経営者、あるいは未上場だが、高配当や社会的 員企業として登録していただけば、引き続き塾生
起業家として米国アショカやスイスシュワブ財団の
のビジネスモデル実現に向けて生活面の相談を含
フェロー等に選ばれるほどの活躍をしている経営者、 めて支援してまいります。

また、日中亜の成長軌道にある経営者、世界的なもの
づくりの環境を知る講師、アジアをまたにかけて
1,000 社の企業調査をしている講師、IT の世界的特許
を日米で取得した講師など、特徴的で創業から成長軌
道に乗せるまでの苦労と喜びを知る経営者やメンタ
ー（支援者）を揃えています。共育という視点で、塾
生と共に歩みを進める方々です。

特別特典
アジアビジネスプラン発表会
アジアビジネスプラン発表会（
発表会（卒業発表会）
卒業発表会）で
最優秀賞受賞者には
最優秀賞受賞者には１
には１年間、
年間、優秀賞受賞者には
優秀賞受賞者には半
には半
年間の
年間のアジアサイエンスカフェの
アジアサイエンスカフェのフリーデスク
フリーデスク利
デスク利
用の権利を
権利を無償で
無償で授与します
授与します。
します。
内容

討議や、ゼミ形式による受講生参加型の専門講
創業初期の発展を支援するインキュベート施設 座が中心。塾生がマンツーマンで支援者と相談す
アジア起業家村、アジアサイエンスカフェインキ る場面も用意されています。
ュベート施設へ入居できるように、あなたの構想
を実現するビジネスモデルの作成までをメンター スケジュール
やカタリスト（支援者）がマンツーマンで指導い ○基礎コース：第１７期は平成 28 年 8 月から募集
特典

を行います。受付は随時、基礎コースを受講
業した経営者や和僑との交流などを行います。
した後、具体的なビジネスプラン作りを行い 募集人数
定員 20 名
ます。その後、個人指導、ゼミ等で平成 28 年
3 月まで開催いたします。30 を超える講座が 塾参加費
3 万円（教材費等、施設見学等の
用意されています。未受講講座は、来年度第 オプションは費用が別途になる場合があります。）
１８期に受講でき、アジアビジネス起業の夢 ※アジアサイエンスカフェの年間登録費用の割引
が実現するまでプロのメンターがご支援いた があります。
します。また、オプションで当 NPO や京浜多 ※アジア起業家村に入居する場合等、優先してア
摩和僑会の企画するミッション団にも希望者 ドバイスを行います。
は参加できます（参加費は別途）。アジアで活 ※希望者には起業のための工場、福祉施設など現
躍する和僑やアジア企業家と交流、市場開拓 場視察有り（経費別途）。
の意見交換、ネットワークを構築することが 会場
できます。さらに塾の間に工場や福祉施設な
ど主に講師の経営する現場の視察も行います。 原則的にアジア起業家村交流サロン（川崎市幸
（参加者は、別途交通費等経費がかかる場合 区堀川町 66－20 川崎市産業振興会館 3 階、JR 川崎
もあります。）
駅から徒歩 7 分）で行いますが、視察を兼ねて
○カリキュラム：起業家養成塾講座（基礎・アド KSP-THINK アジア起業家村（川崎市川崎区南渡田 1
バンスト・専門）、起業ゼミ（一般、専門、個 京浜ビル 2 階、南武支線浜川崎駅から徒歩 5 分）
人指導（マンツーマン）、ビジネスプラン発表 やアジアサイエンスカフェ（川崎市川崎区殿町 1
会リハーサル、ビジネスプラン発表会（優秀 丁目 18－11、京急大師線小島新田駅徒歩 6 分）も
賞・最優秀賞表彰）、修了式後ビジネスプラン 使用します。
実現化ロードマップ打合せ、アジアの既に起
原則、ホームページからお申込みください。 http://www.asia.or.jp/entry_jyuku.htm
FAX でお申込みの方は、下記申込書を送信してください。 FAX：050-3156-7362 or 044-542-5812
また申込書項目をご記入の上、メールでお申込みいただくことも可能です。 E-mail：info@asia.or.jp
申込み締切り：10 月 18 日（火）（なお、定員になり次第締め切ります。）（簡単な
簡単なミッション、
ミッション、意欲を
意欲を中
お申込みについて

心にした審査
）自分が
にした審査があります
審査があります。
があります。
自分が起業する
起業する外
する外、勤務する
勤務する社内
する社内での
社内での新分野進出
での新分野進出、
新分野進出、後継者育
成、イントレプレナー（
イントレプレナー（企業内起業家）
企業内起業家）の場合も
場合も対象になります
対象になります。
になります。

お問合わせ先：NPO 法人アジア起業家村推進機構・事務局（交流サロン内） 担当：牟田口
〒212-0013 川崎市幸区堀川町 66 番地 20 川崎市産業振興会館 3 階
FAX：050-3156-7362 or 044-542-5812 TEL：044-542－5811
E-mail：info@asia.or.jp URL：http://www.asia.or.jp

※当 NPO はアジア起業家養成塾などの活動に対し、（社）日本ニュービジネス協議会連合会から「ニッポン新事業創
出大賞（支援部門）優秀賞」を受賞、川崎市 90 周年記念事業で奨励賞を受賞しております。また、川崎市からの
アジア起業家育成事業はもとより、経済産業省からＪａｐａｎブランド育成支援事業、厚生労働省から新事業展
開地域人材育成支援事業などを受託し、人材育成や JAPAN ブランドづくりについても高い評価を得て、アジア地
域を中心とした産業基盤づくりやコミュニティづくりの活動を推進しています。理事長は、創業者で JASDAQ 上場
企業会長です。

第 17 期アジア起業家養成塾
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
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ＦＡＸ

E-mail
□学生 □その他（

入塾目的に □直ちに起業、□1 年以内起業、□3 年以内起業、□5 年以内起業、□未定
レを付けて □ﾊﾟｰﾄﾅｰ選び □ﾈｯﾄﾜｰｸ □支援希望（ビザ、オフィス、金融、起業の準備の為の雇用、
ください。 ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ､実践研修）□その他（
）
塾開催情報 □チラシ・パンフ□メルマガ□ホームページ□友人・知人□アジア起業家村関係者
の入手方法 （会員、塾ＯＢ），□川崎市役所□ソフトバンクかざして募金関係
□会社役員

□会社員

）

