
 

 

トーマツ ベンチャーサミット in 和歌山 
主催：トーマツベンチャーサポート株式会社 

共催：有限責任監査法人トーマツ  

  

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 

 私どもトーマツグループは従来よりベンチャー企業の育成・支援に重点をおいた施策を実行してまいりました。この

たび、その一環として、和歌山においてベンチャーサミットを開催いたします。和歌山県から日本のみならず世界を変

革するようなベンチャー企業が創業、発展していくことを期待しています。 

 

本サミットは２部構成になっています。 

第１部は、ベンチャー企業経営者によるベンチャースピリットの講演、ビジネスモデル発表会およびパネルディ

スカッションを行います。 

第２部は、ベンチャー企業の展示ブースを配してビジネス交流の場を設けます。 

 

本サミットは、参加される方々に以下のような機会を提供いたします。 

・ベンチャー企業の方々にとっては、ほかのベンチャー企業の取り組みを参考にすることができます。また、 

展示ブースに出展することで、自社のビジネスモデルや新製品をＰＲすることができます。 

・新規事業展開を模索されている企業の方々にとっては、ベンチャー企業との出会いにより、コラボレーショ 

ンの機会を得ることができます。 

・起業されて間もないあるいは今後起業を考えておられる方々にとっては、実際のベンチャー企業経営者の 

生の声を聞くことができます。 

 

起業や事業の発展にご興味がある方は奮ってご参加ください。お待ちしております。 

敬具 

開催概要 

■ 開催日時 2014年 6月 13日(金) 14:00 ～ （受付開始 13:30） 

■ 会   場 ホテルグランヴィア和歌山 

〒640-8342 和歌山県和歌山市友田町 5丁目 18番地 JR和歌山駅・中央口すぐ 

TEL.073-425-3333  FAX.073-422-1871  http://www.granvia-wakayama.co.jp/ 

■ 定  員 100名 

■ 参 加 料  第 1部、第 2部の参加料はいずれも無料 

■ 申込期限 2014年 6月 11日（水） 

■ 申込方法 申し込み詳細をご覧ください。 

   なお、本サミットの開催に当たっては受講票の発行はいたしませんので、サミット当日、名刺を 2 枚ご準備のうえ会

場受付にてお申込者様名をお告げください。 

 

http://www.granvia-wakayama.co.jp/


 

■ プログラム ※都合により変更の可能性もございますが、ご了承下さい。 

時間 テーマ スピーカー 

第 １ 部 

14:00～14:15 
開会ご挨拶 
「イノベーション創出のために」 
～トーマツベンチャーサポートにできること～ 

トーマツベンチャーサポート 株式会社 
取締役 伊東昌一 

14:１5～14:20 来賓ご挨拶 和歌山県知事  仁坂吉伸 様 

14:20～15:00 
特別講演 
「ベンチャースピリットを持ち続ける。」 

株式会社 サイバーリンクス   
代表取締役社長 村上恒夫 様 

15:00～16:00 

 

ビジネス発表会 
 
* ビジネスモデルや新製品のプレゼンテーシ

ョンをしていただきます。その後の質疑応答

とあわせて 1社 15 分を予定しています。 

 

 

株式会社 アイスティサイエンス 様 

株式会社 ブーランジェリー・ピノキオ 様 

株式会社 石橋 様 

株式会社 BEE 様 

16:00～16:10 休   憩  

16:10～17:10 

パネルディスカッション 
「ベンチャーの魅力と成功のための条件」 

 

株式会社 農業総合研究所 

代表取締役兼ＣＥＯ 及川智正 様 

Ｍ２Ｍテクノロジーズ 株式会社 

代表取締役社長 竹迫一郎 様 

トーマツベンチャーサポート 株式会社（司会） 

シニアマネジャー 山岸康徳 

17:10～17:15 閉会ご挨拶 
有限責任監査法人 トーマツ 

和歌山事務所長 美馬和実 

第 ２ 部  

17:20～18:50 

 

ベンチャー企業様のブース展示 ＆ ビジネス交流会 

＊約 20社の企業様向けの展示ブースを用意しています。出展いただいた企業様とサミットに参 

加いただいた企業様とのビジネス交流の場としてご利用ください。会場には簡単な飲食物を 

ご用意いたします。 

 

 

後援：和歌山県/和歌山市/和歌山県商工会連合会/和歌山商工会議所/一般社団法人 和歌山経済同友会/和歌山県 

経営者協会/和歌山県中小企業団体中央会/公益財団法人 わかやま産業振興財団/和歌山県中小企業家同友会/ 

株式会社 紀陽銀行/きのくに信用金庫/紀陽リース・キャピタル 株式会社 

  



■ 講演者・パネリストのご紹介 

株式会社サイバーリンクス 代表取締役社長 村上恒夫 様 

 
 
 
 
 
 
 

1947年 和歌山県生まれ 

1970年 大阪大学工学部卒業。同年松下電器産業株式会社 入社。 

1979年 同社を退社し、同年サイバーリンクス専務取締役就任。 

1993年 同社代表取締役社長に就任。 

2000年 合併により株式会社サイバーリンクスとして新創業。 

流通業及び官公庁向け基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売を中

心に、全国へ事業を展開している。 

株式会社農業総合研究所 代表取締役兼ＣＥＯ 及川智正 様 
 

 

 

 

 

 

1975年 1月 2日 東京生まれ 東京農業大学農学部農業経済学科卒業 

産業用ガス商社から農家（和歌山）へ転身。「日本野菜ソムリエ協会」グループ会社の関西支社長

として活躍後、農家から高級八百屋の設立経営まで実践した経験を活かし、農産業創造ベンチャー

企業「農業総合研究所」を和歌山にて設立。代表取締役兼 CEO に就任。「持続可能な農産業を実

現し、生活者を豊かにする」ことをビジョン掲げ、起業 5年で 1２億円の売上を達成する。テレビ、ラジ

オだけでなく新聞や雑誌などのメディアにも多数出演。全国を股に掛けた講演活動や農林水産省

の委員も務める。趣味はタップダンス。 

M2Mテクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 竹迫一郎 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959年 兵庫県西宮市生まれ 

1983年 早稲田大学卒業、同年住友精密工業入社 

1995年 同社ニューヨーク駐在員 

2009年 米 Aviza社からの事業買収／子会社再編に伴い英国駐在 

2013年 同社創事業部長、M2Mテクノロジーズ 社長就任 

ハイブリッド M2M 通信とクラウドサービスを組み合わせたパッケージソリューションを提供する企業

として東京で起業。和歌山県の企業誘致により、2012年 1月より和歌山県下の企業として事業運営

中。 

 

■ 申し込み詳細 

本サミットへの参加申し込み手続は以下のとおりです。 

【ホームページからのお申込み】：Webサイト（ http://www.tohmatsu.com/semi194）よりお申込ください。 

【FAXでのお申込み】：末尾申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX 073-426-0129 宛てお申込みください。 

ベンチャー企業様でブース出展を希望される場合は、以下にお問い合わせください。 

■ 問い合わせ先 「トーマツベンチャーサミット in和歌山」事務局担当：藤岡利江、藤原弘光 
Tel： 073-428-8540／ Fax： 073-426-0129 

E-Mail：wakayama@tohmatsu.co.jp 

※お申込みは1名様ずつのご登録が必要になります。 
※本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保

護を図っております。 
※過去に当グループ各社のセミナーにお申込みいただいた方、または現在トーマツのメールマガジンをご購読いただいている方は、ご
設定済みのID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。まだID・パスワードをお持ちでない方は、上記Webサイトより、[新規ユー
ザー登録はこちら]をクリックし、ID・パスワードを設定してユーザー登録をお願いします。その後、設定したID・パスワードでログインし
てセミナーにお申込ください。 

※Webよりお申込ができない方は、後掲セミナー事務局までご連絡下さい。 

http://www.tohmatsu.com/semi194


 

 

 

 

トーマツ ベンチャーサミット in 和歌山 FAX申込書 
以下の項目を記入のうえ、FAX（073-426-0129）でお申し込みください。 

（フリガナ） 

貴社名 

 

ご住所 

ご連絡先 

〒 

TEL： FAX： 

参加者① 

（フリガナ） 

お名前 
ご所属 

E-mail お役職 

参加者② 

（フリガナ） 

お名前 

ご所属 

E-mail お役職 

参加者③ 

（フリガナ） 

お名前 

ご所属 

E-mail お役職 

 
個人情報利用目的  
トーマツグループでは、企業の皆様にとって有益な各種最新情報を適宜提供させていただくために、ユーザー登録をしていただいており

ます。ユーザー登録をしていただくと、今後のトーマツグループ主催セミナーへの参加申込やトーマツグループ発行のメールマガジンの

購読申込などが簡単に行えるようになります。また、各種の最新情報提供サービスをユーザー登録制によって運営させていただいており

ます。本セミナーに申込まれた方のユーザー登録を、お申込情報に基づいて行い、本セミナーの運営及び各種最新情報提供のために

利用させていただきます。 
 
トーマツグループ各社の個人情報保護の取り組みについては、http://www.tohmatsu.com/privacy/をご参照ください。 
 
今後、情報提供を停止されたい方は、大変お手数ではございますが、セミナー終了後、セミナー事務局（073-428-8540）までご連絡くださ
い。 
 

 

 

トーマツグループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファーム

およびそれらの関係会社（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社、デロイト トーマツ ファイナンシ

ャルアドバイザリー株式会社および税理士法人トーマツを含む）の総称です。トーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショ

ナルグループのひとつであり、各社がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を

提供しています。また、国内約 40 都市に約 7,300 名の専門家（公認会計士、税理士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な

日本企業をクライアントとしています。詳細はトーマツグループWebサイト（www.tohmatsu.com）をご覧ください。 

 

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッドならびにそのネットワー

ク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的

に独立した別個の組織体です。DTTL（または”Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバ

ーファームについての詳細は www.tohmatsu.com/deloitte/ をご覧ください。 
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