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＜セミナーのご案内＞

ECOSYSTEM INSIGHT Powered by KPMG

ファミリービジネスイノベーション
〜持続的成長に向けたファミリービジネスの飽くなき挑戦〜

2022/03/31（木） 19:00-20:00

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3月31日（木）19:00-20:00（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 （配信会場：CIC東京（虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー15F））
※オンラインのみに変更となりました。

対象者 ファミリービジネスに関わる現役世代の方、次世代の承継者の方、その他ファミリービジネスにご関
心のある方

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
下記ウェブサイトよりお申込みください。
home.kpmg/jp/220331-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3月29日（火）17:00

視聴方法 本セミナーは、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。
※新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、オンライン開催へ全面的に切り替えることになりました。あらかじめご了承ください。

主催： KPMG／あずさ監査法人
後援： CIC Japan合同会社、一般社団法人ベンチャー・カフェ東京

KPMGジャパン プライベートエンタープライズセクター

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 プライベートエンタープライズセクターでは社会インパク
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開催しております。
今回3月期セッションではファミリービジネスとアントレプレナーシップ
（起業家精神）の関係性に注目し、慶應義塾大学名誉教授 奥村 昭博氏をお
招きしKPMG／あずさ監査法人による「ファミリービジネスイノベーション
〜 持続的成長に向けたファミリービジネスの飽くなき挑戦〜」と題するセ
ミナーを開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。
移ろいゆく内外の環境変化をとらまえつつ、自社の持続的成長に向けて多く
の老舗ファミリービジネスがアントレプレナーシップを発揮しイノベーショ
ンに積極的に取り組んでいます。本セミナーでは、事例も交えながら、ファ
ミリービジネスにおけるイノベーション創出に向けて考察を深めます。
なお、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、オンライン単独の開催とな
りました。予めご了承ください。
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

19:00-19:05

開催挨拶

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

19:05-19:15

Session 1 :「KPMGプライベートエンタープライズの活動ご紹介」

KPMGコンサルティング株式会社 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 統轄パートナー
大谷 誠

19:15-19:45

Session 2：「ファミリービジネスイノベーション 〜持続的成長に向けたファミリービジ
ネスの飽くなき挑戦〜」

慶応義塾大学名誉教授
奥村 昭博 氏

19:45-19:55

Session 3 ：Q&Aセッション

（モデレーター）
KPMGコンサルティング株式会社 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 統轄パートナー
大谷 誠

19:55-20:00

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。

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

www.kpmg.com/jp/azsa



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/220331-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。
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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：03-5877-4890（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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◆ご来場での受講の方
① 開催日の1週間前頃に、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 開催日の3日前に、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 上記「参加方法のご案内」メールに記載のベンチャー・カフェ東京用の事前登録URLにアクセスの上、事前に登録してください。

詳細は「参加方法のご案内」メールでご案内いたします。
※ 本セミナーは、Zoomにてライブ配信をおこないます。視聴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 グループ各社および一般社団法人ベンチャー・カフェ東京において、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（KPMGジャパン：http://www.kpmg.com/jp/privacy /一般社団法人ベン
チャー・カフェ東京：https://venturecafeglobal.org/kioskprivacy/ ）をご覧ください。なお、本件に関するお問合せはse
minar＠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。
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