
Silicon Valley Tour

Google 本社訪問
　　　 

IT産業のメ
ッカ、シリ

コンバ

レー発展の
代表的な存

在。

「グーグル
」の本社を

訪れます　

IT企業見学 

特別に社員の方から
お話を聞いて

意見交換をします 

＊社員例 

Google,Oracle, Facebook, SAP, 

世界の最先端 

　シリコンバレー　

　スタンフォード大学キ
ャンパス見学 

キャンパスの広さはアメ
リカNo.1. 

自然あふれる美しいキャ
ンパスをスタン

フォード大学生と一緒に
散策しよう

デザイン
思考ワー

クショッ
プ 

まったく
新しい価

値を生み
だす

次世代の
イノベー

ション手
法。世

界の大手
企業が注

目する「
デザ

イン思考
」を体験

しよう！

Apple本社訪問
 

東京ドーム
約708個分のア

ップ

ル本社。「
円盤形の新

社屋」が

見えるビジ
ターセンタ

ーを訪れ

ます

シリコンバレーで

世界の一流を体験



　　　　　　シリコンバレー“参加型”体験プログラム

B8ta 
2016年にシリコンバレーの中心地パ

ロアルトにオープンした新形態のリ

テールストアです。おしゃれな

ショールーム型の店舗で最新の

IoT、ハードウェア製品を展示、販

売しています。

オラクル社は、データベース管理システムを中心とした企業向けソフ

トウェアの開発・販売を行っています。また、多数の買収によりソフ

トウェア市場でのシェアを高めており、2008年にはIBMを抜き、マイ

クロソフトに次ぐ世界で第2位となりました。 

      世界的なIT企業が密集するシリコンバレー企業訪問

1992年以降現在に至るまで、世界第1位の半

導体メーカーとして君臨し続け、特に世界

CPU市場ではここ数年80%近いシェアを維

持しています。
グーグルは、インターネット関連のサー

ビスと製品に特化した多国籍テクノロ

ジー企業です。本社の関連施設は広大な

敷地内に広がっている為、社員はGoogle

バイクで建物間を移動します。

Google

 
TESLAはアメリカ合衆国のシリ

コンバレーを拠点に、バッテ

リー式電気自動車と電気自動車

関連商品を開発・製造・販売し

ている自動車会社です。

Apple

アップルはハードウェア製品として、

iPhone、iPad、Macintoshシリーズ、ソ

フトウェア製品としては、macOS, iOS, 

watchOS, tvOS、クラウドサービスとし

てはiCloudなどの開発・販売を行ってい

る多国籍企業としても有名な企業です。

ヨーロッパ最大級のソフト

ウェア会社。直近5年間で

全世界の売り上げを1.4兆円

から2.7兆円へと2倍に伸ば

した要因は、2004年から企

業文化として導入したデザ

イン思考の成果と評されて

います。

世界最大のソーシャルネットワーキング・サー

ビス。1日に14.9億人以上（2018年現在）がアク

セスし、全世界でダントツのアクティブ利用者

数を誇っています。

 



     日本未上陸　Amazon 未来体験

Amazonは近年実店舗への進出を積極化させており、その

先駆けとしてAmazon Booksをオープンさせ、アメリカ

国内に16店舗あります。

レジ無しのAIコンビニです。スマホを使ってお店に入り、

商品を手にとったら外に出るだけ。非常に利便性が高く、

3,000店舗オープンを目標にしている。

ツアーの際の注意点

　　　　　　シリコンバレー“参加型”体験プログラム

シリコンバレーの起業家、エンジニア、ベン

チャーキャピタリストなどに、シリコンバ

レーでの挑戦・苦労・成功体験をお話しいた

だきます。

現地起業家と交流

起業家ビジネスセミナー

プラグアンドプレイは多くの新しいビジネスに出

資し、経験の浅い起業家たちのサポートをしてい

ます。起業家たちによる出資を受けるためのビジ

ネスプレゼンテーションが定期的に行われてお

り、それを生で見学することができます。

起業家支援センター

市内観光・市内学習

ゴールデンゲート・ブリッジフィッシャーマンズ・ワーフ ヨセミテ国立公園 朝市ボランティア



・世界大学ランキング　第３位

・卒業生/教授にはGoogle, Nike, Yahoo!などの設立者

・キャンパスの広さは全米ナンバー1　

・毎年４万人近くの申請者 - ２千人ほどが合格

マインドフルネス研究の世界的権威、スタンフォード大学マーフィー重松教授による講義

とワークショップが受けられる特別セッションです。「マインドフルな状態」とは何か?

を学び、毎日実践できる方法も伝授して頂く貴重な機会です。

今までにない新しいアイデアを生み出す発想法としてシリコンバレーを中心にあらゆる業界で使われているデザイン思考。

アップル社の初期マウス開発をはじめ、UberやAirbnbの成功によって“デザイン思考”の実践的な有効性が実証されています。シ

リコンバレーを震源に、トヨタ、日立、ヤフージャパン等の日本企業も含め世界中の大手企業が挙って導入している”デザイン思

考”とはどのようなものか実際に体験していただきます。スタンフォード大学で実際に教えられている5つのステップ: 

共感、問題定義、創造、プロトタイプ、テストの5つのステップに沿って学びます。

１
スタンフォード大学

の学生と合流・見学ツアー

大学校内の食堂にて

学生とランチ
２

３
スタンフォード

ブックストアで買い物

　スタンフォード大学　特別クラス

スタンフォード大学で一番人気のある施設が、

d-schoolです。d-schoolは革新的なアイデアを

生み出す人材を育成する施設であり、デザイン

思考の発祥の施設としても有名です。

d-school

　　　　　　シリコンバレー“参加型”体験プログラム

スタンフォード大学生と交流

デザイン思考・プライベートワークショップ

ツアーの際の注意点

●Silicon Valley IT企業見学ツアーでは、日本人バイリンガルのコーディネーターがすべてのアクティビティに同行いたします。

●訪問先企業や社員の方のご都合、悪天候等やむをえぬ理由により、訪問先やスケジュールが変更となる場合があります。 

マインドフルネス・プライベートワークショップ



5名から

朝 昼 夕

月曜日 **:** 日本発 × ×

**:** サンフランシスコ国際空港着　(午前中)

専用車でサンフランシスコへ移動

ランチ

最先端レジなしストアAmazon Goを体験
 * 事前にアプリのダウンロードが必要です

フィッシャーマンズワーフ

ゴールデンゲートブリッジ

夕食

ホテルへ移動

ホテルチェックイン

火曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

シリコンバレー発祥の地 「HPのガレージ」

故スティーブ・ジョブズ邸

Intel博物館訪問
 - 半導体製造工程

Google本社キャンパスを歩いて見学 (社員交流の可能性があります)
 (建物の中はセキュリティー上入ることができません)
Googleショップ

ランチ

コンピュータ歴史博物館

NASAギフトショップ

Apple本社ビジターセンター (社員交流の可能性あり)

夕食

水曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

スタンフォード大学訪問

スタンフォード大学キャンパス見学
スタンフォード大学生との意見交換

スタンフォード大学の食堂にてランチ

スタンフォード大学ブックストア

最少催行人数

プログラム名 世界の最先端シティー シリコンバレー研修

318,600円（税込）　※学生割引価格 286,200円（税込）料金

＊日目 曜日 スケジュール
食事

１日目
9/7

実施日 2020年9月7日（月）～9月13日（日）

Airbnbもしくはホテル滞在

２日目
9/8

３日目
9/9

1



デザイン思考ワークショップ (1時間〜2時間)
- シリコンバレー発祥の発想法。Google, Apple, Uberを中心に今までにない新しいアイ
デアを生み出す方法として使われている

ホテル周辺にて各自夕食

木曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

起業家支援センターを説明を受けながら見学します

起業家が投資家にプレゼンテーションをする本物のピッチコンテストを見学
* ピッチのトピック例
Fintech, Smart City, IoT, Mobility & Travel, Food & Agritech, Retail, Supply
Chain & Logistics

シリコンバレーで活躍されている起業家と意見交換

ランチ

新形態のリテールストア「売らない」小売店 B8ta
 - 日経新聞の記事：https://www.nikkei.com/article/DGXKZO36012600S8A001C1H46A00/

電気自動車TESLAショールーム見学
*時間、人数によっては試乗ができます

各自プレゼンテーションの準備

ホテル周辺にて各自夕食

金曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

現地起業家・ビジネスパーソンに向けて英語でプレゼンテーション

意見交換

ランチ

自由時間

各自プレゼンテーションの準備

ホテル周辺にて各自夕食

土曜日 ホテルにて各自朝食 ○

ホテルチェックアウト、ホテルロビー集合

サンフランシスコ国際空港へ移動

**:** サンフランシスコ国際空港発

日曜日 **:** 日本着

*社員交流や社内見学は社員の方のご都合により変更となる場合があります

*悪天候等やむを得ない事由により、観光ポイントや旅行日程が変更となる場合があります

４日目
9/24

６日目
9/11

７日目
9/13

３日目

５日目
9/10

2



5名から

朝 昼 夕

月曜日 **:** 日本発 × ×

**:** サンフランシスコ国際空港着　(午前中)

専用車でサンフランシスコへ移動

ランチ

最先端レジなしストアAmazon Goを体験
 * 事前にアプリのダウンロードが必要です

フィッシャーマンズワーフ

ゴールデンゲートブリッジ

夕食

ホテルへ移動

ホテルチェックイン

火曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

シリコンバレー発祥の地 「HPのガレージ」

故スティーブ・ジョブズ邸

Intel博物館訪問
 - 半導体製造工程

Google本社キャンパスを歩いて見学 (社員交流の可能性があります)
 (建物の中はセキュリティー上入ることができません)
Googleショップ

ランチ

コンピュータ歴史博物館

NASAギフトショップ

Apple本社ビジターセンター (社員交流の可能性あり)

夕食

水曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

スタンフォード大学訪問

スタンフォード大学キャンパス見学
スタンフォード大学生との意見交換

スタンフォード大学の食堂にてランチ

スタンフォード大学ブックストア

最少催行人数

プログラム名 世界の最先端シティー シリコンバレー研修

318,600円（税込）　※学生割引価格 286,200円（税込）料金

＊日目 曜日 スケジュール
食事

１日目
9/21

実施日 2020年9月21日（月）～9月27日（日）

Airbnbもしくはホテル滞在

２日目
9/22

３日目
9/23

1



デザイン思考ワークショップ (1時間〜2時間)
- シリコンバレー発祥の発想法。Google, Apple, Uberを中心に今までにない新しいアイ
デアを生み出す方法として使われている

ホテル周辺にて各自夕食

木曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

起業家支援センターを説明を受けながら見学します

起業家が投資家にプレゼンテーションをする本物のピッチコンテストを見学
* ピッチのトピック例
Fintech, Smart City, IoT, Mobility & Travel, Food & Agritech, Retail, Supply
Chain & Logistics

シリコンバレーで活躍されている起業家と意見交換

ランチ

新形態のリテールストア「売らない」小売店 B8ta
 - 日経新聞の記事：https://www.nikkei.com/article/DGXKZO36012600S8A001C1H46A00/

電気自動車TESLAショールーム見学
*時間、人数によっては試乗ができます

各自プレゼンテーションの準備

ホテル周辺にて各自夕食

金曜日 ホテルにて各自朝食 ○ × ×

ホテルロビー集合　本日の流れ、注意事項等確認

現地起業家・ビジネスパーソンに向けて英語でプレゼンテーション

意見交換

ランチ

自由時間

各自プレゼンテーションの準備

ホテル周辺にて各自夕食

土曜日 ホテルにて各自朝食 ○

ホテルチェックアウト、ホテルロビー集合

サンフランシスコ国際空港へ移動

**:** サンフランシスコ国際空港発

日曜日 **:** 日本着

*社員交流や社内見学は社員の方のご都合により変更となる場合があります

*悪天候等やむを得ない事由により、観光ポイントや旅行日程が変更となる場合があります

４日目
9/24

６日目
9/26

７日目
9/27

３日目

５日目
9/25

2


