
  

トーマツ ベンチャーサミット 2015 

 
Morning Pitch Expo  

in トーマツ ベンチャーサミット 2015 
 
 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 

 

この度、トーマツ ベンチャーサポート株式会社および有限責任監査法人トーマツは、下記要領にて、「トーマツ ベンチャーサミット 2015」

並びに「Morning Pitch Expo in トーマツ ベンチャーサミット 2015」を開催いたします。 

ベンチャー企業を取り巻く環境は改善されつつあるものの、依然として多くの課題が残されています。さらに、激変する経済環境下にお

いては大企業もイノベーションを求められています。 

デロイト トーマツ グループは、成長を描こうとしているベンチャー企業やイノベーションを起こそうとしている大企業を支援することが、日

本再生の一助となるものと考え、また、トーマツ ベンチャーサポート株式会社の体制を見直してベンチャー企業及び大企業のさらなる支援

をより一層充実させてまいりました。その活動の一環として、最前線で活躍されているベンチャー企業の経営者や大企業の新規事業担当

者をお招きするセレモニーを企画いたしました。是非この機会に奮ってご参加ください。 

 

【開催概要】  

開催日 ： 2015年 7月 1日 （水） 

会 場 ： ホテルニューオータニ 鶴の間、芙蓉の間   

参加費 ： 無料 

Morning Pitch Expo 

（鶴の間） 

開催時間 

 

定 員 

対 象 者 

第 1部 10:00 － 12:00 （受付開始 9:30） 最新ベンチャー動向のご紹介 

第 2部 12:00 － 14:00 ブース出展 

1,000 名 （定員になり次第、締め切らせていただきます） 

地方ベンチャー企業、都内ベンチャー企業、都内上場企業、地方上場企業、 

地方自治体、メディア関係者 

トーマツ ベンチャー 

サミット 2015 

（芙蓉の間） 

開催時間 

 

定 員 

対 象 者 

第 1部 15:00 – 17:50 （受付開始 14:00） 講演、パネルディスカッション 

第 2部 18:00 - 19:30 ビジネス交流会 

800名 （トーマツ担当者からの完全招待制イベントとなっております） 

オーナ企業・ベンチャー企業の経営者の方、大企業の新規事業担当者・経営企画

担当者の方 

お申込み URL：http://www.deloitte.com/jp/tvs2015 

ご招待 



【 Morning Pitch Expo in トーマツ ベンチャーサミット 2015 プログラム 】 鶴の間 

時間 テーマ 概要 

10：00～12：00 
第１部 

 最新ベンチャー動向のご紹介 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 Morning Pitch 

統括プロデューサー 西山直隆 及び各インダスト

リー担当者が最新ベンチャーの動向についてお話し

ます。 

12：00～14：00 

第２部 

 成長ベンチャー企業 100 社によるブース出展 

 およびネットワーキング 

Morning Pitch 登壇企業を中心に、日本全国から成長

ベンチャー100 社が集結し、ネットワーキングを図りま

す。 

（その他） 

・会場は出入り自由です。 

 

 

【 トーマツ ベンチャーサミット 2015 プログラム 】 芙蓉の間 

時間 テーマ スピーカー 

15：00 –15：05 開会のご挨拶 
デロイト トーマツ グループ 

CEO         天野 太道 

15：05 –15：15 
イノー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 

代表取締役社長 吉村 孝郎 

15：15－16：15 
基調講演 

「新事業を生み育てるベンチャースピリット」 

株式会社 U-NEXT 

代表取締役社長 宇野 康秀 氏 

16：15－16：30 休憩  

16：30－17：50 

経営者によるパネルディスカッション  

 

「飛躍的な成長を達成するために、 

ベンチャー企業に求められるもの」 

パネリスト 

株式会社 カクヤス 

代表取締役社長 

 

佐藤 順一 氏 

日本交通株式会社 

代表取締役社長 

 

川鍋 一朗 氏 

メドピア株式会社 

代表取締役社長 

 

石見 陽 氏 

 

ファシリテーター 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

代表取締役社長         吉村 孝郎 

18：00－19：30 ビジネス交流会 （会場：鶴の間 ）  

  



【 トーマツ ベンチャーサミット 2015 パネリスト紹介 】 

氏名・役職 略歴 

宇野 康秀 （うの やすひで） 氏 

 

株式会社 U-NEXT 

代表取締役社長 

 

株式会社 USEN 

取締役会長 

USEN 取締役会長、U-NEXT 代表取締役社長。1963 年生まれ、大阪府出

身。明治学院大卒。リクルートコスモス（現コスモスイニシア）を経て、人材

サービス会社のインテリジェンスを創設。大阪有線放送社の創業社長だっ

た父の急逝に伴い、98 年同社を後継。社名を有線ブロードバンドネットワー

クスに改めブロードバンド事業へ進出。2004年、レコード会社のエイベックス

と資本提携、映画配給会社の GAGA を傘下に収め（いずれも後に解消）、ブ

ロードバンドのインフラを基に「GyaO」などの動画配信事業を拡大。2005 年

に社名を USEN に変更。2010 年 USEN 代表取締役を辞任し、株式会社

U-NEXT を立ち上げて社長に就任。現在、USEN から譲渡されたテレビ向け

インターネット動画配信サービス「U-NEXT」やモバイルデータ通信サービス

「U-mobile」、光インターネット接続サービス「U-NEXT光」などを手がける。 

佐藤 順一 (さとう じゅんいち) 氏 
 

株式会社 カクヤス 

代表取締役社長 

 

1959 年東京都北区生まれ。1981 年筑波大学卒業後、祖父・父と続いた業

務用酒販店のカクヤス本店（現 株式会社カクヤス）入社。受注から配送、

集金にいたる業務をこなし、1993 年に三代目社長に就任。業務用酒販のほ

か、一般家庭向けに東京 23区内全域に「なんでも酒やカクヤス」を出店。入

社当時年商 7億円、従業員数 15名ほどであった同社を、町の酒屋がしてき

た宅配の長所を守りながら、独創的な出店やサービス戦略を展開、半径

1.2Kmの商圏モデルの無料宅配網を確立し、2011 年 3月期には年商 1,000

億円を超える企業に成長させた。 

川鍋 一朗 （かわなべ いちろう） 氏 

 

日本交通株式会社 

代表取締役社長 

1970年生まれ。1993年慶應義塾大学経済学部卒業。1997年ノースウェスタ

ン大学ケロッグ経営大学院ＭＢＡ取得。同年 9 月マッキンゼー・アンド・カン

パニー・インク・ジャパン入社を経て 2000 年 1 月日本交通㈱に入社。2005

年 8 月代表取締役社長就任。三代目として『黒タク』 『陣痛タクシー』 『キッ

ズタクシー』 『ケアタクシー』 『観光タクシー』 導入や 『日本交通タクシー配

車』 『全国タクシー配車』 アプリ開発など改革を進め、日本交通グループと

して約 5100台の国内最大手のハイヤー・タクシー会社を牽引。2013年 6月

に全国ﾊｲﾔｰ･ﾀｸｼｰ協会の副会長、2014 年 5 月東京ﾊｲﾔｰ･ﾀｸｼｰ協会の会

長に就任。 

石見 陽 （いわみ よう） 氏 
 
メドピア株式会社 

代表取締役社長 

（医師・医学博士） 

1999 年に信州大学医学部を卒業し、東京女子医科大学病院循環器内科学

に入局。研究テーマは、血管再生医学。2003 年 12 月に若手医師のネット

ワーク「ネット医局」を設立し、代表に就任。 

2004年 12月に株式会社メディカル・オブリージュ（現メドピア株式会社）を設

立。現在も一週間に一度の診療を継続し、医療現場に立つ。日本内科学会

認定内科医。 

  



＜会場のご案内＞ 

ホテルニューオータニ 

 

 

ACCESS 

〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町 4‐1 

TEL. 03-3265-1111  FAX. 03-3221-2619 

 

・赤坂見附駅（地下鉄 銀座線・丸ノ内線）  D 紀尾井町口 3 分 

・永田町駅（地下鉄 半蔵門線）  7 番口 3 分 

・麹町駅（地下鉄 有楽町線）  麹町口 6 分 

・四ツ谷駅（JR 中央線・総武線、地下鉄 丸ノ内線・南北線）  麹町口・赤坂口 8 分 

 

お問い合わせ先 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

「トーマツ ベンチャーサミット 2015 事務局 

Tel：03-6213-2000 

E-mail：tvs-tokyo@tohmatsu.co.jp 

 

 

 

 

 

デロイト 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

そのグループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合

同会社、税理士法人トーマツおよび DT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト 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、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、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 7,900名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、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。詳細はデロイト トーマツ グループWeb サイト（www.deloitte.com/jp）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（“ＤＴＴＬ”）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.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
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