
 
 

 

 

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            

 

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、7 月に引き続き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_JUN4RThuTfCjptf5X_x81A
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_JUN4RThuTfCjptf5X_x81A
https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_JUN4RThuTfCjptf5X_x81A
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◼ 登壇企業(現地登壇) 

メンタルコンパス株式会社 

代表取締役 細川 涼偉 様 

https://www.web.mentalcompass.co.jp/  

Edutex 株式会社 

代表取締役 張 耀光 様  

https://edutex.co.jp/ 
 

7 割以上が時間の無駄になってしまっている 1on1、組織サーベ

イ、管理職研修の三つの人事施策を、心理的安全性を目的

に一気通貫で提供する、SaaS 型プロダクトを運営しています。 

人の認知・行動を科学し、組織の競争力向上、持続的繁栄

を支えます。 

学生と社会人が一緒に簡単に IoT 体験できる『if Link EX』を

サービス展開。 

学生起業家＆学生 IT 人材時代を創出！！  

Olive 株式会社 

代表者 竹内 精治 様 

https://www.project-olive.info/ 
 

株式会社ユーリア 

代表取締役 水野 将吾 様 

https://yuurea.co.jp/  

感情解析プラットホーム『La Cause（ラクーズ）』を軸に『ヒトの

感情の見える化とその活用』を実現することで『察する世界の

構築』に向けて活動中。活用シーンはオートモーティブ、オフィス、

教育、メディア、観光、店舗に広がっており、更には企業の DX

への取組や行政府の施策決定への活用にも広がっている。 

 

「すぐわかるを、もっと身近に」をビジョンに掲げ、尿から体の状

態を即時解析する事を目的に、東京大学との共同研究で立

ち上がったヘルスケア企業です。 

独自バイオマーカーの研究による解析・計測技術の開発、簡単

にモニタリングできるスマートフォンアプリの開発を行なっていま

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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