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＜セミナーのご案内＞

名古屋大学を中心とした、
東海地域でのベンチャー創出への取り組み
～アントレプレナーシップ教育と起業支援～Featured by KPMG
2022/07/07[木] 13:00-18:00

開催概要（プログラム等、詳細は次頁をご覧ください）

開催日時 2022年7月7日（木）13:00-18:00（12:30受付開始）

会場 オンサイト：名古屋大学 東山キャンパス 野依記念学術交流館 ／ オンライン：Webex
今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては会場の変更、オンラインへの全面切り替えを検討します

対象者 経営企画、新規事業開発及びCVCご担当者またはスタートアップ企業経営者様

定員 オンサイト：200名 ／ オンライン：400名
定員になり次第、締め切りとさせていただきます。また、同業他社様などのお申込みはご遠慮いただいております。

受講料 無料

申込方法 最終ページのお申し込み方法をご覧ください。

申込期日 2022年7月5日（火）17:00

視聴方法 本セミナーは、Cisco社のWebexにて同時ライブ配信をおこないます。

※内容および講師等は変更される場合がございます。
※自然災害等が発生した場合には開催を延期または中止する場合がございます。
※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては、定員数の縮小やオンライン開催へ全面的に切り替えることがございます。あらかじめご了承くださ
い。その場合、開催1週間前までに告知いたします。

主催：KPMG／あずさ監査法人
協催：名古屋大学、Tongali、 CIC Japan
後援：名古屋証券取引所、東京証券取引所、証券リサーチセンター、

Central Japan Startup Consortium

ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別
のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、KPMG／あずさ監査法人では、「名古屋大学を中心とした、東海地域
でのベンチャー創出への取り組み～アントレプレナーシップ教育と起業支援
～Featured by KPMG」と題するセミナーを開催することとなりましたので、ご
案内申し上げます。
本セミナーでは、名古屋大学を中心とした東海地域での大学発ベンチャーに
よるベンチャー企業が抱える課題や解決に向けた取り組みを紹介します。
各プログラムでは、東海地域での大学発アントレプレナーシップ教育と起業
支援（Tongali）、さらには地方自治体のベンチャー企業への支援と名古屋大
学認定VCの取り組みも解説します。
パネルディスカッションではアントレプレナーシップ教育、ベンチャー企業
が抱える課題や必要な支援策、そして大学や地域が連携して行うべき支援策
について幅広く議論して、東海地域から世界に伍して戦えるベンチャー企業
が誕生するために何ができるかを話し合います。
今回のセミナーを通じて名古屋大学を中心とした東海地域でのスタートアッ
プ創出へ向けた取り組みを多くの方に知っていただき、他の大学で抱えてい
る課題解決の一助となることを願っております。
ご多忙中のことと存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

敬具



© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

プログラム

12:30-13:00 受付開始

13:00-13:05
（5分）

開会挨拶
名古屋大学 副総長／学術研究・産学官連携推進本部長 佐宗章弘氏

13:10-13:30
（20分）

Speech 1 ：上場ベンチャー企業の経験トピックス
名古屋大学・東海地区広域大学1号ファンドからの出資企業
フィーチャ株式会社 代表取締役社長 脇健一郎氏

13:30-13:50
（20分）

Speech 2 ：名古屋大学・東海地区広域大学1号ファンドの取り組み
日本ベンチャーキャピタル株式会社 取締役専務執行役員 桑園寛之氏

13:50-14:00
（10分）

Speech 3 ：東海地域の大学発アントレプレナーシップ教育と起業支援（Tongali）の紹介
名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部 河野廉氏

14:00-14:15
（15分）

Speech 4 ：スタートアップエコシステム拠点都市としてのスタートアップ支援の取り組み
名古屋市経済局イノベーション推進部スタートアップ支援室 室長 鷲見敏雄氏

14:15-14:25
（10分） 休憩（10分）

14:25-15:40
（75分）

Speech 5：Tongali発！トンガった技術シーズの紹介と名古屋大学・東海地区広域大学2号ファ
ンドの紹介
1.三重大学 地域創生戦略企画室 上杉謙次郎氏
2.藤田医科大学 保健学研究科 講師 堀秀生氏
3.株式会社fff fortississimo 代表取締役 入澤寿平氏
4.合同会社青山大岳 代表社員 犬飼大樹氏
5.Beyond Next Ventures 株式会社 マネージャー 金丸将宏氏

15:40-15:50
（10分） 休憩（10分）

15:50-16:50
（60分）

Panel Discussion：東海地域で、今取り組むべきベンチャー支援策
＜パネリスト＞
フィーチャ株式会社 脇健一郎氏
名古屋大学 鬼頭雅弘氏
名古屋大学 河野廉氏
名古屋市 鷲見敏雄氏
株式会社fff fortississimo 代表取締役 入澤寿平氏

＜ファシリテーター＞
あずさ監査法人 常務執行理事 阿部博

16:50-16:55
（5分）

閉会挨拶
あずさ監査法人 専務理事 原田大輔

17:00-18:00
（60分） 名刺交換会
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ご提供いただく個人情報は、KPMGジャパングループ各社および名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部において、①有
益な情報の提供（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参
加のご確認など）、②お問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。個人情報の取扱いにつきまし
ては、HPに掲載している個人情報保護方針（KPMGジャパン：http://www.kpmg.com/jp/privacy / 名古屋大学 学術研究・産学
官連携推進本部：http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/policy/index.html ）をご覧ください。なお、本件に関するお問合せはseminar
＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。
本件の利用に際し、個人情報をあずさ監査法人が業務を委託している者（以下「受託者」といいます）に対して開示する
場合がございます。この場合、あずさ監査法人は、受託者との間において秘密保持契約を締結いたします。

申込方法

下記URLにアクセスいただくか、右下のQRコードを読み取りいただき、お申し込みください。

申込URL：https://forms.office.com/r/NffppTX2Eg

お申込みに関するFAQ

Q

A

Q

A

複数名で視聴したい
おひとりずつお申し込みをお願いいたします。

Q

A

申し込んだセミナーをキャンセルしたい
KPMG-contacts@jp.kpmg.comまでメールにてご連絡くだ
さい。

記入内容を変更したい
再度お申し込みをお願いいたします。申込日時の新しいほ
うをお申込み情報とさせていただきます。

受講について

◆ご来場での受講の方
①開催日の3営業日前に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。
②内容をご確認のうえ、開催当日、プリントアウトまたはスマートフォン等の画面に表示の受講票を受付にてご提示ください。

◆オンラインでの受講の方
①開催前日、ご登録いただいているアドレス宛に「参加方法のご案内」メールをお送りしますので、必ず事前にご確認ください。
②当日は、上記メールの案内にそって視聴URLにアクセスのうえセミナーをご視聴ください。
※本セミナーは、Cisco社のWebexにてライブ配信をおこないます。インターネット環境や回線状況により、アクセス不良が生じる場合や
音声・画像が途切れるなどご視聴いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

お問合せ先
有限責任あずさ監査法人
企業成長支援本部 担当：阿部真悠子
e-mail：KPMG-contacts@jp.kpmg.com

https://forms.office.com/r/NffppTX2Eg
mailto:KPMG-contacts@jp.kpmg.com
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