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＜シンポジウムのご案内＞

ECOSYSTEM INSIGHT Powered by KPMG
Greater Tokyo Innovation Ecosystemの取組み
～世界を変える大学発スタートアップの創出に向けて～

開催概要（プログラム等、詳細は次頁をご覧ください）

開催日時 2022年9月1日（木）18:00-19:00（セッション開始10分前より接続いただけます）

会場 オンライン：Zoom

対象者 大企業の経営企画部、新規事業開発部、VC・CVC担当者やスタートアップ企業経営者

定員 オンライン：100名
定員になり次第、締め切りとさせていただきます。また、同業他社様などのお申込みはご遠慮いただいております。

受講料 無料

申込方法 最終ページのお申し込み方法をご覧ください。

申込期日 2022年8月30日（火）17:00

視聴方法 本シンポジウムは、Zoomにてライブ配信をおこないます。

※内容および講師等は変更される場合がございます。
※自然災害等が発生した場合には開催を延期または中止する場合がございます。

主催： KPMGジャパン
後援： CIC Japan合同会社、一般社団法人ベンチャー・カフェ東京

ごあいさつ
拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素は格
別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
KPMGジャパンでは、社会インパクトをもたらすスタートアップなどを持続
的に産み出すイノベーション・エコシステムを創造するため、
「ECOSYSTEM INSIGHT Powered by KPMG」と題するセッションシリーズを展
開しております。
KPMGジャパン プライベートエンタープライズ セクター は、大学の有する
高度な知財・技術を社会実装し、日本が抱える様々な社会的課題の解決を
担うと期待されている大学発スタートアップ自体のみならず、それを支え
る様々な組織や取組みの支援活動も行っております。
今回は、東京大学・東京工業大学・早稲田大学を主幹機関とし、その他13
大学も参画している『世界を変える大学発スタートアップを育てる』プ
ラットフォームである『Greater Tokyo Innovation Ecosystem（GTIE：ジータ
イ）』の取組みをご紹介いただき、グローバルで戦える大学発スタート
アップの育成と創出に向けたエコシステムの形成に向けて議論いたします。
ご多忙中のことと存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

敬具

2022/09/01（木） 18:00-19:00
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プログラム

18:00-18:05

開会挨拶

有限責任あずさ監査法人常務執行理事企業成長支援本部インキュベーション部長パートナーKPMG
ジャパンプライベートエンタープライズセクタースタートアップ統轄パートナー
阿部博

18:05-18:20

Session：「Greater Tokyo Innovation Ecosystem（GTIE）の取組み」

東京工業大学・研究・産学連携本部 副本部長（企業活動支援担当）
東工大イノベーションデザイン機構機構長
環境・社会理工学院教授
辻本将晴氏

18:20-18:55

Panel Discussion：「Greater Tokyo Innovation Ecosystemの取組み～世界を変える大学発スタートアッ
プの創出に向けて～」

東京工業大学・研究・産学連携本部 副本部長（企業活動支援担当）
東工大イノベーションデザイン機構機構長
環境・社会理工学院教授
辻本将晴氏

慶應義塾大学 イノベーション推進本部スタートアップ部門部門長特任教授
新堂信昭氏

有限責任あずさ監査法人常務執行理事企業成長支援本部インキュベーション部長パートナーKPMG
ジャパンプライベートエンタープライズセクタースタートアップ統轄パートナー
阿部博

18:55-19:00

閉会挨拶

有限責任あずさ監査法人常務執行理事企業成長支援本部インキュベーション部長パートナーKPMG
ジャパンプライベートエンタープライズセクタースタートアップ統轄パートナー
阿部博

※内容および講師は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※一部のみご参加いただくことも可能です。
※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止にする場合がございます。
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ご提供いただく個人情報は、KPMGジャパン グループ各社において、①有益な情報の提供（サービスのご案内、メール
ニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②お問合せに関する回答、
等に利用させていただくことがございます。個人情報の取扱いにつきましては、HPに掲載している個人情報保護方針（KP
MGジャパン：http://www.kpmg.com/jp/privacy）をご覧ください。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまで
お願いいたします。
本件の利用に際し、個人情報をあずさ監査法人が業務を委託している者（以下「受託者」といいます）に対して開示する
場合がございます。この場合、あずさ監査法人は、受託者との間において秘密保持契約を締結いたします。

申込方法

下記URLにアクセスいただくか、右下のQRコードを読み取りいただき、お申し込みください。

申込URL：https://forms.office.com/r/A337xzizyk

お申込みに関するFAQ

Q

A

Q

A

複数名で視聴したい
おひとりずつお申し込みをお願いいたします。

Q

A

申し込んだシンポジウムをキャンセルしたい
KPMG-contacts@jp.kpmg.comまでメールにてご連絡くだ
さい。

記入内容を変更したい
再度お申し込みをお願いいたします。申込日時の新しいほ
うをお申込み情報とさせていただきます。

受講について

◆ご来場での受講の方
①開催前日に、受講票発行のご案内メールがご登録のeメールアドレスに届きます。
②内容をご確認のうえ、開催当日、プリントアウトまたはスマートフォン等の画面に表示の受講票を受付にてご提示ください。

◆オンラインでの受講の方
①開催前日、ご登録いただいているアドレス宛に「参加方法のご案内」メールをお送りしますので、必ず事前にご確認ください。
②当日は、上記メールの案内にそって視聴URLにアクセスのうえシンポジウムをご視聴ください。
※本シンポジウムは、Zoom video Communications社のZoomにてライブ配信をおこないます。インターネット環境や回線状況により、アク
セス不良が生じる場合や、音声・画像が途切れるなどご視聴いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。

お問合せ先
有限責任あずさ監査法人
企業成長支援本部 担当：阿部真悠子
e-mail：KPMG-contacts@jp.kpmg.com

https://forms.office.com/r/A337xzizyk
mailto:KPMG-contacts@jp.kpmg.com
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