
 
 
 
 

Evening Pitch in  名古屋 2022 のご案内 
   主催：トーマツベンチャーサポート株式会社 

                                                       野村證券株式会社               
                                           ジャフコグループ株式会社         

   共催：中部ニュービジネス協議会          
待望の現地開催あり！！！ 

ベンチャー企業と大企業の出会いの場として「Evening Pitch in 名古屋」をスタートしてから、おかげさまで今年で 9 年目の開催と
なりました。今回は、2 年ぶりの現地での開催とオンライン配信を合わせたハイブリッド開催です。登壇者の方々と直接交流できる貴
重な機会ですので、この機会にぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。 

現地参加希望者が定員数を超えた場合には、運営よりお断りのご連絡をさせていただく場合がございます。ご了承下さい。 
 

ご参加には事前に Web サイトからの申し込みが必要です。お申し込み後、ウェビナーのコードをご連絡いたします。 

回数 日時 内容 

第 1 回 2022 年 3 月 23 日（水） ピッチ ：18:30～19:45 
交流会：19:45～20:15 
(現地 18:00 より受付開始
Zoom は 18:20 頃より接続
可能です) 

✔ プレゼンテーション（6 分）× 4 社 
✔ 質疑応答（10 分）× 4 社 
✔ 交流会（詳細は下記参照） 

第 2 回 2022 年 5 月 18 日（水） 
第 3 回 2022 年 7 月 20 日（水） 
第 4 回 2022 年 9 月 21 日（水） 

第 5 回 2022 年 11 月 16 日（水） 

 
 会場 現地及び Zoom でのハイブリッド開催 

JP タワー名古屋 37F  有限責任監査法人 トーマツ  
名古屋事務所 セミナールーム(直接 37 階までお上がりください) 

JR 名古屋駅 徒歩 1 分 
地下鉄東山線・桜通線名古屋駅 徒歩 1 分 

 定員 登壇企業 4 社、オーディエンス 100 名程度 
現地参加者 40 名程度(申込先着順) 

  ※IPO コンサルなど同業者の方、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。 

 参加費 無料 
 申込方法 Zoom ウェビナー登録ページまたは右記 QR コードよりお申し込みください。 

※Zoom の参加登録ページへ移動します。 
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_frR0cTKRRXa6Q39q29EdCg 

 
 交流会   ハイブリッド開催にあたり、当日の交流会は現地のみ開催いたします。オンラインでの交流会ご希望の方は別途 

      日程を調整いたしますので、お手数ですが当案内状記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 
交流会のご参加を希望される方は Zoom ウェビナー参加登録ページにて、フォームへのご入力をお願いします。 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_frR0cTKRRXa6Q39q29EdCg


 

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグルー

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同会社、デロイト トーマツ税理士法人、

DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のプロフェッショナルグループ

のひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供してい

ます。また、国内約 30 都市以上に 1 万 5 千名を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループ Web サイ

ト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。 

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロ

イトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であ

り、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTL および DTTL の各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についての

み責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTL はクライアントへのサービス提供を行いません。詳細

は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 
デロイト アジア パシフィック リミテッドは DTTL のメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法

人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける 100 を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプー

ル、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。 

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、Fortune 
Global 500®の約 9 割の企業や多数のプライベート（非公開）企業を含むクライアントに提供しています。デロイトは、資本市場に対する社会的な信頼を高め、クライアントの変

革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のある成果をもたらすプロフェッショナ

ルの集団です。デロイトは、創設以来 175 年余りの歴史を有し、150 を超える国・地域にわたって活動を展開しています。“Making an impact that matters”をパーパス（存在理

由）として標榜するデロイトの約 345,000 名のプロフェッショナルの活動の詳細については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。 

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

 登壇企業(現地登壇) 

株式会社 FRINGE  
代表取締役 苅谷 治輝 様 
https://hotekan.com/  

株式会社トランスミット  
代表取締役 実川 大海 様  

https://transmit-inc.jp/  
宿泊施設の客室清掃とフロントが円滑にコミュニケーションでき

る為の設備・備品管理アプリ「HoteKan」を開発。 

ホテル運営会社と清掃会社を兼務する代表がホテルの現場か

ら生み出しました。 

 

中小製造業工場の現場を自動で見える化しデータを一元管

理でき、低コストで最新のアップデートを使い続けられるサービス

「monit（モニット）」を運営しています。300 名～30 名規模

で工業製品を製造し、データがシステムごとに分断されており、

日々紙もしくはシステムへの入力で現場数字を取得されている

工場さま、ぜひお話しさせてください。 

Plus Fukushi 株式会社 
代表取締役 溝口 寛之 様 
https://plusfukushi.co.jp/  

株式会社 RT プロジェクト  
代表取締役 城山 朝春 様 
https://gencho-kun.jp/  

「福祉のインフラ」を日本そして世界に創る会社として設立。

「介護のブランド」“GRAND”（グラン）を日本だけでなく海外

へ展開を目指す。 

建設 DX を目指すスタートアップで、特に建築現場における現

調(現場調査)という複雑かつ根深い部分の課題解決から着

手しております。 

 

 お問い合わせ先 有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所 IPO サービスグループ 
担当：鈴村 email：tomonari.suzumura@tohmatsu.co.jp 
※ご不明点等がございましたら上記アドレスまでご連絡ください。 
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