
 

 

Morning Pitch × Public Pitch in 仙台 

「観光・インバウンド」特集～地域のイノベーション創出へ～ 

 

主催： 有限責任監査法人トーマツ 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

共催： 公益社団法人日本観光振興協会 

後援： 観光庁 

 

有限責任監査法人トーマツ及びトーマツ ベンチャーサポート株式会社は、公益社団法人日本観光振興協会様の共催、

観光庁様の後援により、下記要領にて地方自治体や観光関係団体、ベンチャー企業との連携に興味がある企業及び団体

向けのベンチャーピッチ「Morning Pitch × Public Pitch in 仙台 「観光・インバウンド」特集～地域のイノベーション創出

へ～」を開催致します。 

観光産業の振興による地方活性化は、地方創生を実現する方策の一つとして期待されています。また、2015 年の訪日

外客数が前年比 47%増、過去最高の 1,973万人になるなど、大きく活性化しており、2020年には東京オリンピックを控え、

観光・インバウンド業界はかつてない盛り上がりを見せております。 

このような背景を受け、地方自治体の観光や国際政策担当者様や、日本版 DMO 候補法人などの観光関係団体、事業

者の皆様向けに、ベンチャー企業がピッチする機会を設けることにより、ベンチャー企業の認知度の向上及び取引機会の

創出を促進し、地域のイノベーション創出を促進したいと考えています。是非この機会に、奮ってご参加ください。 

 

 開催日 2017年 2月 14日（火曜日） 9:30～12:30 （受付開始 9:00） 

 会場 トラストシティ カンファレンス・仙台 

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー5階 

http://www.tcc-kaigishitsu.com/tcc-s/access.html  

 定員 80名 

※同業者の方、もしくはお申し込みが定員を超えた場合にはお断りする場合もありますので、ご了承下さい。 

 参加料 無料 

 対象者 都道府県・市町村等の「観光・インバウンド」に関する部署（観光、交通、国際関係等）の方、 

 産業振興や起業・創業関連部署の方 

 DMO候補法人や観光協会等の観光関係団体の方 

 観光関係事業者の方 

 ベンチャー企業との連携に興味がある企業および団体の方 

 ベンチャー支援関係者 

 申込方法 Webサイト（http://www.deloitte.com/jp/semi3495）よりお申し込み下さい。 

※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。 

※お申し込みは 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、ご登録済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

  

http://www.tcc-kaigishitsu.com/tcc-s/access.html
http://www.deloitte.com/jp/semi3495


 プログラム 

時間 テーマ スピーカー 

9:30-9:35 

(5分) 
開会のご挨拶 有限責任監査法人トーマツ 

9:35-9:40 

(5分) 
来賓のご挨拶 

国土交通省 東北運輸局 
観光部 部長  飛田 章 様 

9:40-9:50 

(10分) 
テーマ概観、登壇者紹介 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

9:50-10:50 

(60分) 

ベンチャー企業によるプレゼン  4社 
 
●登壇企業（1社＝「説明 7分＋質疑 5分」） 

① 株式会社百戦錬磨 
② レイ・フロンティア株式会社 
③ 株式会社ライフブリッジ 

④ 株式会社ジーリーメディアグループ 

10:50-11:00 

(10分) 
休憩  

11:00-12:00 

(60分) 

ベンチャー企業によるプレゼン  4社 
 
●登壇企業（1社＝「説明 7分＋質疑 5分」） 

⑤ 株式会社ビズリーチ 
⑥ 株式会社 Eyes,JAPAN  
⑦ 株式会社チーム・エムツー 

⑧ 株式会社フォルテ 

12:00-12:30 

(30分) 
名刺交換  

※テーマは変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。 

 

 登壇企業紹介 

登壇企業 事業内容 

① 株式会社百戦錬磨 
個人住宅を貸し借りできるシェアリングエコノミー型の公認民泊サイト「STAY JAPAN」、
国家戦略特区を活用した民泊や田舎での体験型民泊、地方のイベント民泊などを提供 

② レイ・フロンティア株式会社 
人工知能を活用し、私達が生活するリアル世界のライフログデータ（位置情報、セン
サー情報）を分析する技術を強みとする。自動車、観光、小売、ヘルスケア分野を中心
に、法人向けに AI分析ツール「SilentLog Analytics」を展開 

③ 株式会社ライフブリッジ 
カタカナを音読するだけでネイティブのように接客ができる「カタカナ接客英語研修」、 
東北の魅力を動画やブログを通じて世界に発信する 「インバウンドプロモーション」を
展開 

④ 株式会社ジーリーメディア 
グループ 

台湾・香港向けに日本の魅力を発信。台湾人からの人気が高い訪日インバウンド客向
けメディア「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」などを展開 

⑤ 株式会社ビズリーチ 
ハイクラス向け転職サイト「BIZREACH」の運営や、求職者と求人掲載企業が完全無料
で利用可能な求人検索エンジン「スタンバイ」の運営などを展開 

⑥ 株式会社 Eyes,JAPAN  
IoT、ビッグデータで都市の移動を面白くする自転車プラットフォーム「FUKUSHIMA 
Wheel」を展開 

⑦ 株式会社チーム・エムツー 
全国で活動する女子大学生団体とのネットワークを活用。女子目線での素敵・カワイイ
をコンセプトに自治体と一緒に 47都道府県の魅力を発信する「GirlsMedia47」を展開 

⑧ 株式会社フォルテ 
「IoT×観光」の組み合わせにより、地域の課題やインバウンド観光、サイクルツーリズ
ムに貢献する、多言語音声ガイドナビ端末「ナビチャリ」や骨伝導ワイヤレスヘッドセット
「VOCE-rable」などの IoT端末を活用した観光ソリューションを提供 

 

 トーマツ ベンチャーサポート株式会社のご案内 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社は、販路拡大・ＰＲ・資金調達支援等を行うベンチャー支援、大企業への新規事

業開発コンサル、さらにプラットフォームとして多くのマッチングイベントやセミナー等を行っております。 

2012年 12月より「全国 47都道府県ベンチャーサミット」を実施し、知事の登壇や都道府県の協力などを頂きながら、

2014 年 4 月の秋田県での開催を持って、全国での開催を終えました（ベンチャー社長・起業志望者・支援者を中心に計

5,000名を動員）。また、東京以外のベンチャー企業に資金調達・事業提携の機会を提供するため、「全国 Startup Day」

も全７地域で展開してきました。 

さらに、経済産業省「グローバル起業家等育成プログラム」のほか、複数の起業家育成等に係る事業を担い、ベン

チャー・中小企業に対する積極的な支援を行っております。 

全国のネットワークとベンチャー支援のノウハウを生かし、日本経済の活性化に貢献して参ります。 



 会場地図 

トラストシティ カンファレンス・仙台 

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー5階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス 

◎JR仙台駅 西口より徒歩 9分 

◎JR仙石線 あおば通駅 2番出口より徒歩 8分 

◎地下鉄南北線 仙台駅 南 2番出口より徒歩 6分 

◎地下鉄東西線 青葉通一番町駅 南 1番出口より徒歩 7分 

 

 

 問い合わせ先 

有限責任監査法人トーマツ 仙台事務所 セミナー事務局 

〒980-6026 仙台市青葉区中央 4丁目 6-1 SS30ビル 

Tel： 022-217-8201 ／ Fax： 022-217-8203 

e-mail： tvs.sendai@tohmatsu.co.jp 

※Webよりお申し込みができない場合は、セミナー事務局までご連絡ください。 

 

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
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