
  

 

信州ベンチャーサミット２０１７ 

－ 起業家魂を信州から世界へ － 

主催 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

 

このたび、トーマツ ベンチャーサポート株式会社は「信州ベンチャーサミット２０１７」を開催いたします。 

現在、国内のベンチャー企業成長の機運が高まるとともに、「地方創生」の一環で起業支援の重要性の認識がますます強く

なっております。長野県においても「日本一創業しやすい環境づくり」を目指し、さまざまな創業支援の施策が講じられ、起業環

境の整備が図られています。 

今回で５回目の開催となる信州ベンチャーサミットは、新たなビジネスやさらなる高みへ挑戦しようとしている経営者の皆様

が、事業や構想をプレゼンテーションする場や、その可能性を広げてくれる参加者との出会いの場を提供します。 

ここでの出会いが参加者皆様の事業発展につながっていくことを主催者一同心より望んでおりますので、ぜひこの機会に

「信州ベンチャーサミット２０１７」へ奮ってお越しください。 

 

 

開催概要 

開催日時 2017 年 2 月 11 日（土） 12:30～18:00 （11:30 受付開始） 

会場 長野市芸術館 リサイタルホール 

〒380-8512 

長野県長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 

定員 300 名（定員になり次第、締め切らせて頂きます） 

参加料 無料 

申込方法 Web サイト（ http://www.deloitte.com/jp/semi3458 ）よりお申込みください。 

※ 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。 

ご回答いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。 

※ お申込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。 

※ 過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現在当グ

ループ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。 

主催 長野県 / トーマツ ベンチャーサポート株式会社 / 株式会社八十二銀行 / 一般財団法人浅間リ

サーチエクステンションセンター / 一般社団法人 21 世紀ニュービジネス協議会 / 公益財団法人

長野県中小企業振興センター 

共催 有限責任監査法人トーマツ / デロイト トーマツ税理士法人 / 八十二キャピタル株式会社 / 信州

大学 / CREEKS / mottomachi / Knower(s) / スワボ / DEN / SENSE 

後援 長野市 / 経済産業省関東経済産業局 / 一般社団法人長野県経営者協会 / 長野県中小企業

団体中央会 / 一般社団法人長野県商工会議所連合会 / 長野県商工会連合会 / 株式会社日

本政策金融公庫 / 長野県信用保証協会 

 

  



プログラム   

※都合により変更の可能性もございます。ご了承ください。 

時間 テーマ スピーカー 

12:30～12:40 開会の挨拶 

有限責任監査法人トーマツ 

長野事務所長 矢野 浩一 

12:40～12:50 主催者スピーチ 

長野県産業政策監兼産業労働部長 

石原 秀樹氏 

12:50～13:30 基調講演① 

株式会社ヤッホーブルーイング 

代表取締役社長 井手 直行氏 

13:30～13:40 休憩  

13:40～14:20 基調講演② 

株式会社丸山珈琲 

代表取締役 丸山 健太郎氏 

14:20～14:30 CREEKS スピーチ 

株式会社 CREEKS 

代表取締役 古後 理栄氏 

14:30～14:40 休憩  

14:40～16:30 起業家ピッチ 

長野県内外の起業家による 

ビジネスプレゼンテーション（途中休憩あり） 

16:30～16:40 休憩  

16:40～17:10 信州起業討論会 有識者によるパネルディスカッション 

17:10～17:20 起業家ピッチ表彰式 

プレゼンター： 

長野県産業労働部産業立地・経営支援課 

創業・サービス産業振興室長 町田 直樹氏 

17:20～17:30 閉会の挨拶 

株式会社八十二銀行 

法人部長 前田 剛彦氏 

17:30～18:00 ビジネス交流会  

 

会場案内 

■ 会場  長野市芸術館 リサイタルホール （地下 2F） 

■ 住所 〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町 1613 番地 

■ アクセス  

電車：  JR 長野駅（善光寺口）から徒歩約 10 分 

長野電鉄「市役所前駅」から徒歩約 3 分 

バス： アルピコ交通・長電バス「市役所入口」または「市役所前」 

     バス停下車徒歩約 1 分 

車  ：  長野市芸術館パーキング利用可（有料） 

※台数に限りがあるため、可能な限り公共交通機関を 

ご利用ください 

 

問い合わせ先  

■ 信州ベンチャーサミット２０１７事務局 

有限責任監査法人トーマツ 長野事務所 担当：羽田  

TEL：026-227-9821 / FAX：026-227-9831 

E-mail ： tvs-nagano@tohmatsu.co.jp  

※ Web によるお申込みが難しい方は、事務局までご連絡ください。 

 

 

‐Map‐

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、デロイト トーマツ税理士法人および 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 8,700 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。Deloitte のメンバーファームによるグローバルネット

ワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
 
© 2016. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC. 

Member of 
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長野県 / トーマツ ベンチャーサポート株式会社 / 株式会社八十二銀行 / 公益財団法人長野県中小企業振興センター /
一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター / 一般社団法人21世紀ニュービジネス協議会
有限責任監査法人トーマツ / デロイト トーマツ税理士法人 / 八十二キャピタル株式会社 / 信州大学 / CREEKS / mottomachi / Knower(s) / スワボ / DEN / SENSE 
長野市 / 経済産業省関東経済産業局 / 一般社団法人長野県経営者協会 / 長野県中小企業団体中央会 / 一般社団法人長野県商工会議所連合会 / 長野県商工会連合会 / 
株式会社日本政策金融公庫 / 長野県信用保証協会

【 主催 】

【 共催 】
【 後援 】

福岡県出身。1988年3月国立久留米高専電気工学科卒業。大手電気機器
メーカーにエンジニアとして入社。広告代理店などを経て、97年ヤッホー
ブルーイング創業時に営業担当として入社。2004年楽天市場担当として
ネット業務を推進。看板ビール『よなよなエール』を武器に業績をⅤ字回復
させた。全国200社以上あるクラフトビールメーカーの中でシェアトップ。前期
まで11年連続増収増益。08年より現職。著書に、『ぷしゅよなよなエールが
お世話になります』（東洋経済新報社）

井手 直行 氏
株式会社ヤッホーブルーイング  代表取締役社長
ゲストスピーカー 丸山 健太郎氏

株式会社丸山珈琲  代表取締役
ゲストスピーカー

1968年埼玉県生まれ、神奈川県育ち。1991年に軽井沢にて丸山珈琲
創業。2001年からは、バイヤーとして生産地訪問を開始し、現在は年間
150日近くを海外で過ごす。また、数々のコーヒー豆品評会、審査会における、
国際的カッパー（テイスター）としても活躍。「世界でもっとも多くの審査会に
出席するカッパー」と言われている。カップ・オブ・エクセレンス国際審査員。
ACE（エース）（Alliance for Coffee Excellence Inc.）名誉理事。

よなよなエールの成長戦略 創業時23歳だった自分に
声をかけるとすれば～8年連続赤字から11年連続増収増益までの軌跡～

長野市芸術館リサイタルホール 2017年2月11日（土）12：30～18：00（11:30 受付開始）

第５回信州ベンチャーサミット



〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地

今回で5回目となる「信州ベンチャーサミット」は、新たなビジネスや更なる高みへ挑戦しようと
する経営者の皆様が事業や構想をプレゼンテーションする場であると共に、その可能性を
広げてくれる参加者との出会いの場となります。長野県から世界を舞台にビジネスを展開
している経営者による基調講演、起業家によるプレゼンテーション、発表内容に対する有識者の
講評会など、盛りだくさんの内容をご用意しています。起業に関心のある皆様！信州から
世界へ飛び出していこうとする起業家の熱き「魂」に直に触れてみませんか？皆様のご来場を
心からお待ちしています。

TEL：026-224-5595  FAX：026-227-8162

八十二銀行法人部　
コンサルティング営業グループ  担当：塩入

信州ベンチャーサミット2017事務局
有限責任監査法人トーマツ長野事務所  担当：羽田
TEL：026-227-9821  FAX：026-227-9831
E-mail : tvs-nagano@tohmatsu.co.jp

起業家ピッチプレゼンター募集！！

信州ベンチャーサミット2017

下記のURLから事前登録を行っていただいた上で、当日会場へお越しください。

http://www.deloitte.com/jp/semi3458
※応募にあたっての個人情報は、当イベントの運営と今後のイベント等のサービス改善のため
　利用させていただき、その他の目的には使用致しません。
※ご回答いただく内容は、SSL暗号化通信により内容の保護を図っております。
※お申し込みは1名様ずつのご登録が必要になります。
※Webによるお申し込みが難しい方は、事務局までご連絡ください。

ピッチ登壇者や起業討論会登壇者はFacebookページでアップしていきます。
    https://www.facebook.com/pg/shinshu.venture.summit/about

宛 先
件 名
必要事項

： tvs-nagano@tohmatsu.co.jp
： 【信州ベンチャーサミット】起業家ピッチ応募希望
： ●氏名（フルネーム） ●会社名 ●役職
　●電話番号 ●メールアドレス

1

■ 応募資格 ■ 応募方法
「ビジネスのアイデアには自信があるけど資金が足りず実行に移せない」
「どこにも負けない技術はあるので、製品化や営業に強いビジネスパート
ナーが欲しい」「当社事業に共感してくれる優秀な人材を探したい」
など、資金や人材面のリソースでお悩みの長野県内企業の代表者。

■ 起業家ピッチルール
プレゼンテーションの持ち時間は、5分となります（時間厳守）。発表内容
には、プランの発表を通じて伝えたい明確なメッセージを含めてください
（例えば、資金調達がしたい、事業提携がしたい、人材募集がしたいなど）。
その他のルールは書類選考通過者に個別にお伝えします。

※書類選考を通過された方には、発表に関するブラッシュアップ支援を行います。

■ 募集人数　8名程度
■ 応募期間　2016年12月16日（金）10時～
　　　　　　2017年 1月10日（火）18時必着
■ 書類選考結果通知　2017年1月16日（月）

※提出書類の返却はいたしません。
※書類審査の内容は公表しませんので審査結果についてのお問い合わせはご遠慮ください。
※応募内容についての秘密は厳守しますが、特別な技術など秘密事項については、事前に法的
　保護（特許出願など）を行うなど、応募者の責任にてご対応ください。
※応募にあたっての個人情報は、当イベントの運営と今後のイベント等のサービス改善のため
　利用させていただき、その他の目的には一切使用しません。
※メール送信後、2営業日以内にはエントリーシートを送付しますので2営業日を経過してもエン
　トリーシートが送付されない場合はお手数ですが事務局までお電話でお問い合わせください。

起業家ピッチでの発表を希望される方はエントリーシートを送付します
ので、まずはメールにて以下の必要事項をお知らせください。

3 ご応募いただいた書類を厳正に審査し、お知らせいただいたメール
アドレス宛に審査結果をお伝えします。

2 貴社の簡単な情報やビジネスプラン等を所定のエントリーシート3枚程
度にご記入いただき、上記と同じメールアドレスまでご送付ください。

■ プログラム

■ お問い合わせ先

■ 開催概要

2017年2月11日（土）
12：30～18：00（11:30 受付開始）
長野市芸術館 リサイタルホール

300名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
無料（交流会も無料です）

日 時

会 場

定 員
参加料

：

：

：
：

■ 観覧申し込み

■ 事前登録期限　2017年2月10日（金） ※先着順

※都合により変更の可能性もございます。予めご了承ください。

有限責任監査法人 トーマツ
長野事務所長　矢野浩一氏

株式会社ヤッホーブルーイング
代表取締役社長　井手直行氏

株式会社丸山珈琲
代表取締役　丸山健太郎氏

株式会社CREEKS
代表取締役　古後理栄氏

12：30～12：40

12：40～12：50

12：50～13：30

13：40～14：20

14：20～14：30

14：40～16：30

16：40～17：10

開会の挨拶

長野県産業政策監
兼産業労働部長　石原秀樹氏主催者スピーチ

［基調講演1］ よなよなエールの成長戦略
～8年連続赤字から11年連続増収増益までの軌跡～

［基調講演2］ 創業時23歳だった自分に
　　　　　　 声をかけるとすれば

CREEKSスピーチ

起業家ピッチ ～8名の起業家によるビジネスプレゼンテーション～
公募によって選抜された起業家・事業家の方8名によるビジネスプレゼン大会です。
１人あたり制限時間5分という短い時間の中に、各プレゼンターの熱意とメッセージ
を込めて発表していただきます。（途中休憩あり）

信州起業討論会 ～3名の有識者による討論会～
長野県内外の投資家、事業会社役員等をプレゼンターに迎え、長野県における
創業を勢いづけるためには何が必要なのかをパネルディスカッション形式で討論
していただきます。

17：10～17：20 起業家ピッチ表彰式

株式会社八十二銀行
法人部長　前田剛彦氏17：20～17：30 閉会の挨拶

17：30～17：50 ビジネス交流会

参加無料

※ 長野県内企業でなくても、長野県において事業を行う見込がある場合は対象となります。
※ 応募及び当日の発表は原則として代表者が行ってください。
※ 応募時点で既に起業している方が対象となります。

「ピッチ」とは？
短時間でのプレゼンテーションのことを意味します。ある起業家が多忙な投資
家に話を聞いてもらうため、エレベーターが目的階に到着するわずかな間にプ
レゼンテーションを行い、資金調達に成功したことが始まりと言われています。


