Ｐuｂｌｉｃ Ｐｉｔｃｈ in 九州 《「観光・インバウンド」特集》
～地方自治体・観光関係団体向けベンチャーピッチ～
主催
共催
後援

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社
有限責任監査法人トーマツ
公益社団法人日本観光振興協会
観光庁

この度、デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社（以下 DTVS）及び有限責任監査法人トーマツは、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様や観光関係団体様向けのベンチャ
ーピッチ「Public Pitch in 九州 《「観光・インバウンド」》特集」を昨年に引き続き、開催致します。
観光産業の振興による地域活性化は、地方創生を実現する方策の一つとしてますます期待されています。
DTVS ではそうした背景を受け、地方自治体様や観光関係団体様が抱える課題を解決するベンチャー企業との取引機会
創出・地域イノベーション促進を目的として、双方の出会いを産みだす Public Pitch《観光・インバウンド》を昨年初めて開
催、全国 8 箇所で約 500 名が参加、約 60 社のベンチャー企業が登壇するなど大変ご好評いただきました。
そしてこの度さらなる出会いを創出することを目的とし、今年も Public Pitch《観光・インバウンド》を全国 4 箇所で展開、
関西に続く２箇所目として下記のとおり九州で開催する運びとなりました。
万障お繰り合わせの上、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。


日時

2017 年 10 月 6 日（金） 14:00～17:00 （受付開始 13:30～）



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



会場

福岡合同庁舎 新館 7 階 九州運輸局 海技試験場
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-11-1



定員

80 名程度
※同業者の方、または申込数が定員を超えた場合はお断りする場合もございますので、ご了承下さい。



受講料



申込方法

無料
Web サイト（https://www2.deloitte.com/jp/semi3953）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。



プログラム

別紙のプログラム詳細をご覧下さい。

【プログラム 】※テーマやスピーカー等に変更がある場合がございます。ご了承ください。
時間

テーマ

スピーカー

14:00-14:05
(5 分)

開会のご挨拶

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

14:05-14:30
(25 分)

インバウンド・マーケティング講座
「九州誘客にむけた最新アジア向け観
光戦略」

株式会社ジーリーメディアグループ

14:30-14:40
(10 分)

「Public Pitch」の趣旨説明

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社
●登壇企業（1 社＝「説明 7 分＋質疑 3 分」）

① ウミーベ株式会社
14:40-15:25
(45 分)

ベンチャー企業によるプレゼン 4 社

② 株式会社ナイトレイ
③ 株式会社 thee moment
④ テテマーチ株式会社

15:25-15:35
(10 分)

休憩
●登壇企業（1 社＝「説明 7 分＋質疑 3 分」）

⑤ 株式会社 otta
15:35-16:20
(45 分)

ベンチャー企業によるプレゼン 4 社

⑥ 株式会社アグリメディア
⑦ プレイライフ株式会社
⑧ 株式会社 Orb

16:20-17:00
(40 分)

名刺交換・交流会

【登壇企業紹介】※テーマやスピーカー等に変更がある場合がございます。ご了承ください。
企業名

事業内容

① ウミーベ株式会社

釣りの総合情報サイト「ツリホウ」、釣り人向けスマホアプリ「ツリバカメラ」を開
発・運営

② 株式会社ナイトレイ

訪日外国人解析サービス inbound insight（インバウンドインサイト） を開発。現
在約 4500 社の企業や自治体のインバウンド戦略や課題解決をデータ提供でサ
ポート

③ 株式会社 thee moment

鍵（ロック）をかけたメッセージやコンテンツを作ることができるコミュニケーショ
ンアプリ「UNLOCKS」の開発、提供

④ テテマーチ株式会社

インスタグラム連動キャンペーン制作＆管理ツール「CAMPiN（キャンピン）」
を開発、提供。インスタグラムを活用したフォトコンテストで自治体等実績多数

⑤ 株式会社 otta

「ビーコン」技術を活用し、地域で児童や高齢者をみまもる新しいカタチの見
守りサービスを運営

⑥ 株式会社アグリメディア

農レジャー施設の運営（市民農園、観光農園、収穫体験付 BBQ 場）の企画・
運営道の駅・農業公園の指定管理、農業専門求人サイト「あぐりナビ」の運営

⑦ プレイライフ株式会社

女子会、飲み会、デート、おでかけ、サプライズ、プチ旅行、遊びに行くなら、
遊びのポータルサイトを運営

⑧ 株式会社 Orb

域内経済を活性化させる施策を実行するための「地域通貨プラットフォーム」
を、独自の分散型台帳技術「Orb DLT」により提供



デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社のご案内

デロイト 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】
福岡合同庁舎 新館 7 階. 九州運輸局 海技試験場
〒812-0013. 福岡市博多区博多駅東 2－11－1

※最寄り駅：JR 博多駅筑紫口 約 5 分（徒歩）



問い合わせ先
デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 地域イノベーション事業部
セミナー事務局 松島香織／土田真由美
Tel： 03-6213-2000 / E-Mail： kaori.matsushima@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。
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