
© 2021 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

＜セミナーのご案内＞

京都大学イノベーションキャピタルが取り組む地域活性化
～連続的な新事業創出に向けて～
本講演 Featured by KPMG

2022/02/10[木] 13:00-16:35

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2月10日（木）13:00-16:35 ※ライブ配信 12:45接続開始

会場 オンライン：Webexによるライブ配信

対象者
経営企画・新規事業開発ご担当者、CVCご担当者、
国立大学の産官学連携本部・オープンイノベーション機構・GAPファンドのご担当者
私立大学の産官学連携本部・オープンイノベーションご担当者

定員
オンライン
定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
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
下記ウェブサイトよりお申込みください。
home.kpmg/jp/220210-mmd
なお、申込手続きにはまず、会員登録（無料）が必要です。詳しくは最終頁をご覧ください。

申込期日 2022年2月8日（火）17:00

視聴方法 視聴URLは、開催前日までにご登録のアドレス宛にメールにてお知らせします。
本セミナーは、Cisco社のWebex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／あずさ監査法人
協催：京都大学、京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、

東京証券取引所/日本取引所グループ、証券リサーチセンター
後援：三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、日本政策投資銀行、

京都府、京都市、関西経済連合会、関西経済同友会、
京都商工会議所

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。

2022年2月10日に「京都大学イノベーションキャピタルが
取り組む地域活性化 ～連続的な新事業創出に向けて～」の
セミナー開催が決まりましたのでご案内申し上げます。

本講演では、京都大学イノベーションキャピタル株式会社
の2号ファンドによる京都大学以外の国立大学発ベンチャー
企業への出資も進んでいる中で、いかにして関西及び地方
の活性化につながるようなスタートアップ支援が有効か考
察します。

また連続した新事業創出のためにベンチャー企業にとって
重要な知的財産戦略のポイントを関西及び地方で活躍する
経営者や専門家をお迎えしパネルディスカッションを実施
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
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プログラム

12:30-13:00 受付

13:00-13:10
（10分）

開会挨拶
京都大学 産官学連携本部 本部長 室田浩司様

13:10-13:30
（20分）

Speech 1 ：「JR西日本が取り組むベンチャー支援とオープンイノベーション」
株式会社JR西日本イノベーションズ 代表取締役社長 奥野誠様

13:30-13:50
（20分）

Speech 2：「大学発ベンチャーの知的財産戦略について」
九州大学 副理事 学術研究・産学官連携本部 教授 大西晋嗣様

13:50-14:10
（20分）

Speech 3：「社会課題解決を目的としたスタートアップ支援について」
株式会社taliki 代表取締役 中村多伽様

14:10-14:20
（10分）

休憩

14:20-14:50
（30分）

Speech 4：「夢の“歯生え薬”〜新たな歯科治療の実現を目指して」
トレジェムバイオファーマ株式会社 代表取締役 喜早ほのか様

14:50-15:20
（30分）

Speech 5：「香川発、世界のお母さんへ。テクノロジーで安心・安全な出産を届ける取り組み」
メロディー・インターナショナル株式会社 代表取締役 尾形優子様

15:20-15:30
（10分）

休憩

15:30-16:30
（60分）

Panel Discussion：
「地域活性化に資するスタートアップと連続的な新事業創出に向けた取り組みと課題」
＜パネリスト＞
株式会社JR西日本イノベーションズ 代表取締役社長 奥野誠様
九州大学 副理事 学術研究・産学官連携本部 教授 大西晋嗣様
株式会社taliki 代表取締役 中村多伽様
トレジェムバイオファーマ株式会社 代表取締役 喜早ほのか様
メロディー・インターナショナル株式会社 代表取締役 尾形優子様
京都大学イノベーションキャピタル株式会社 代表取締役社長 楠美公様

＜ファシリテーター＞
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

16:30-16:35
（5分）

閉会挨拶
有限責任あずさ監査法人 専務理事 原田大輔

※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。



セミナーへのお申込みにあたっては、皆様の個人情報をより安全にお預かりするため、
参加を希望されるおひとりにつき、個別にログインIDとパスワードを設定いただいております。

会員登録について（初回のみ／登録無料）

会員登録および申込等について

以下の手順に沿ってお申込みください。

PC上でWebブラウザを立ち上げ、画面上辺のアドレスバーに、セミナー概要ページ home.kpmg/jp/220210-mmdを
直接入力し、Enterキーを押してください（検索バーとお間違いのないようにご注意ください）。

セミナー概要ページが表示されます。画面下方の ボタンをクリックしてください。

申込について

上記②で表示されたログイン画面上で を選択し、
STEP1～5に沿ってログインIDとパスワードを設定してください。

会員未登録の方（ログインIDとパスワードを設定されていない方）

再度上記①②の手順に沿って、セミナー概要ページの ボタンをクリックし、
③で設定したログインIDとパスワードを使ってログインのうえ、
セミナー申込手続きを行ってください（STEP 6）。

※設定したログインIDとパスワードはお手元にお控えください。
※本登録は確認メール到着後、24時間以内に行ってください。
※確認メールは、PC環境により迷惑メールボックス等に届く場合がございます。

1

2

3

4

会員登録済みの方

以前設定したログインIDとパスワードで
ログインし、お申込手続きを進めてください。

ログインID（またはパスワード）を忘れた方は
次の手順で再設定をお願いいたします。
1. マイページログイン画面

https://azsa.smktg.jp/public/mypage/で
を選択

2. 再設定画面で登録済みeメール
アドレスを入力し、 ボタンをクリック

3.「ログインIDと再設定用URL」が記載された
メールに沿って再設定

申込

新規会員登録はこちら

申込

パスワードをお忘れの方はこちら

送信

STEP 6

セミナー
申込手続きへ

STEP 5

本登録完了
STEP 4

本登録URLを
クリック

STEP 3

仮登録完了
STEP 2

登録内容確認
STEP 1

会員情報
入力

セミナーに参加される方
それぞれの会員登録が必要です

申込に関するお問合せ先
KPMGセミナー事務局（株式会社ウィズアス内）
TEL：03-6822-9229（土･日･祝日を除く平日10:00～18:00）
e-mail：kpmg-seminar@withus-inc.co.jp
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ご登録時のFAQ
複数名で参加を申込みたい
参加者ごとに個別のログインIDを設定（会員登録）をお願いいたし
ます（※1つのIDで複数名のお申込はできません）。
同一のPCから複数名申込む場合は、おひとりのお申込ごとにログアウト
し、その後あらためてログインしてお手続きください。

登録済みの情報を変更したい
1. 上記マイページログイン画面URLにアクセスし、ログインIDとパス
ワードを入力してログインしてください。

2.「登録個人情報の確認・変更」を選択し、変更する情報項目
を編集し、「変更」ボタンをクリックしてください。

内容を変更、または
一部キャンセル（複数コース申込みの場合）したい
マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容の
変更／一部をキャンセル」をクリックしてください。

申込んだセミナーをキャンセルしたい
※複数コースをお申込みの場合、すべてのコースがキャンセルされます

マイページにログインして当該セミナーの「お申込み内容を全
てキャンセル」ボタンをクリックしてください。
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◆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にアクセスのうえセミナーをご視聴ください。

※本セミナーは、Cisco社のWebex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。

受講について

ご提供いただく個人情報は、KPMGジャパン各社および京都大学イノベーションキャピタル株式会社において、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。各社の個人情報の取扱いにつきましては、H
Pに掲載している個人情報保護方針（KPMGジャパン：http://www.kpmg.com/jp/privacy 京都大学イノベーションキャピタ
ル株式会社： https://www.kyoto-unicap.co.jp/ecc-icap_form/ ）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。

内容に関するお問合せ先
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


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3

