
 
 
 

 
 
 

Ｐuｂｌｉｃ Ｐｉｔｃｈ in 中国 《「観光・インバウンド」特集》 
～地方自治体・観光関係団体向けベンチャーピッチ～ 

 

 

主催 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

    有限責任監査法人 トーマツ 

共催 公益社団法人日本観光振興協会 

後援 観光庁 

 

 

 

この度、トーマツ ベンチャーサポート株式会社及び有限責任監査法人 トーマツは、公益社団法人日本観光振興協会様

の共催、観光庁様の後援により、下記要領にて地方自治体や観光関係団体向けのベンチャーピッチ「Ｐuｂｌｉｃ Pｉｔｃｈ in 中

国 《「観光・インバウンド」》特集」を開催致します。 

観光産業の振興による地方活性化は、地方創生を実現する方策の一つとして期待されています。また、2015年の訪日外

客数が前年比47%増、過去最高の1,973万人になるなど、大きく活性化しており、2020年には東京オリンピックを控え、観光・

インバウンド業界はかつてない盛り上がりを見せております。 

このような背景を受け、地方自治体の観光や国際政策担当者様や、日本版DMO候補法人などの観光関係団体、事業者

の皆様向けに、ベンチャー企業がピッチする機会を設けることにより、ベンチャー企業の認知度の向上及び取引機会の創出

を促進し、地域のイノベーション創出を促進したいと考えています。是非この機会に、奮ってご参加ください。 

 

 

【開 催 概 要】  

■ 開 催 日 2016年8月25日（木） 13:30～16:00 （受付開始13:00～） 

 

■ 会 場    HIROSHIMA ORIZURU TOWER おりづるタワー 2階会議室203号室 

〒730-0051  広島県広島市中区大手町一丁目 2番 1号 
 

■ 参 加 料 無料 

 

■ 定 員 70名（定員になり次第、受付終了とさせていただきます。） 

 

■ 対 象 者    都道府県・市町村等の「観光・インバウンド」に関する部署（観光、交通、国際関係等）の方、 

産業振興や起業・創業関連部署の方 

DMO候補法人や観光協会等の観光関係団体の方 

観光関係事業者の方 

 

■ 申込方法 右記URLからお申し込みください。 http://www.deloitte.com/jp/semi3265  
 

■ プ ロ グ ラ ム 別紙のプログラム詳細をご覧下さい。 
 

 

 

 

http://www.deloitte.com/jp/semi3265


【プ ロ グ ラ ム 】※テーマやスピーカー等に変更がある場合がございます。ご了承ください。 

時間 テーマ スピーカー 

13:30-13:35 
(5分) 

開会のご挨拶 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

13:35-13:50 
(15分) 

講演 
「最近の観光動向について」 
～現況と中国運輸局の取組～ 

国土交通省 中国運輸局 
観光部 次長 番原 洋治 氏 

13:50-13:55 
(5分) 

「Public Pitch」の趣旨説明 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

13:55-14:40 
(45分) 

ベンチャー企業によるプレゼン 4社 

●登壇企業（1社＝「説明5分＋質疑5分」） 

① 株式会社トラベリエンス 

② 株式会社ATR Creative 

③ 株式会社スペースマーケット 

④ 株式会社アルファフェニックス 
 

14:40-14:50 
(10分) 

休憩  

14:50-15:40 
(50分) 

ベンチャー企業によるプレゼン 4社 

●登壇企業（1社＝「説明5分＋質疑5分」） 

⑤ 株式会社PR Table 

⑥ 株式会社ビズリーチ 

⑦ 株式会社地域ブランディング研究所 

⑧ 合同会社S-WORKS 
 

15:40-16:00 
(20分) 

名刺交換  

 

【登壇企業紹介】※テーマやスピーカー等に変更がある場合がございます。ご了承ください。 

企業名 事業内容 

① 株式会社トラベリエンス 通訳案内士の養成・Eラーニング、着地型ツアー造成、訪日外国人と通訳案内

士をマッチングするツアーマーケットプレイス運営、映像で見る観光ガイド

ブックサービス運営などを展開している。 

② 株式会社ATR Creative イラスト地図、古地図を使ったアプリ「ちずぶらり」の開発、ミュージアム向

けモバイルガイドの提案・開発など、モバイル端末を活用した様々なサービス

を提供している。 

③ 株式会社スペースマーケット 自治体や企業の持つ遊休スペースや利用時間外のスペースを貸し出すための

マーケットプレイスを運営し、ユニークベニューを活用した MICE誘致や、民

泊を活用した地方創生を支援している。 

④ 株式会社アルファフェニックス ボート・ヨット等を所有しているオーナーと利用したいユーザー・ゲストを結
びつけるプレジャーボートのシェアリングサービス「ankaa」を提供している。 

⑤ 株式会社PR Table 広報・ブランディングを目的に日本全国の企業・団体の“想い”を言語化し、

ステークホルダーに伝えるためのストーリーの作成・蓄積・活用サービスを提

供している。 

⑥ 株式会社ビズリーチ ハイクラス向け転職サイト「BIZREACH」の運営や、求職者と求人掲載企業が完

全無料で利用可能な求人検索エンジン「スタンバイ」の運営などを行っている。 

⑦ 株式会社地域ブランディング研究所 地域が売れる仕組みづくり、地域をブランド化させファンを拡大、持続可能な
モデルを構築し、日本国内や海外、次世代とのマッチングを行っている。 

⑧ 合同会社S-WORKS サイクルツーリズムや、ウェアラブル端末を活用した健康促進事業を展開して

いる。ICTを活用した地域活性化に取り組んでいる。 

  



 

■トーマツ ベンチャーサポート株式会社のご案内 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社は、販路拡大・ＰＲ・資金調達支援等を行うベンチャー支援、大企業への新規事業開

発コンサル、さらにプラットフォームとして多くのマッチングイベントやセミナー等を行っております。 

2012年 12月より「全国 47都道府県ベンチャーサミット」を実施し、知事の登壇や都道府県の協力などを頂きながら、2014

年4月の秋田県での開催を持って、全国での開催を終えました（ベンチャー社長・起業志望者・支援者を中心に計5,000名を動

員）。また、東京以外のベンチャー企業に資金調達・事業提携の機会を提供するため、「全国Startup Day」も全７地域で展開し

てきました。 

さらに、経済産業省「グローバル起業家等育成プログラム」のほか、複数の起業家育成等に係る事業を担い、ベンチャー・

中小企業に対する積極的な支援を行っております。 

全国のネットワークとベンチャー支援のノウハウを生かし、日本経済の活性化に貢献して参ります。 

 

 

【会場地図】 

HIROSHIMA ORIZURU TOWER おりづるタワー 2階会議室203号室 

〒730-0051  広島県広島市中区大手町一丁目 2番 1号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アクセス 

◎JR広島駅  約14分（バス・徒歩） 

◎広電原爆ドーム前電停 約1分（徒歩） 

◎広島バスセンター  約4分（徒歩） 

◎アストラムライン県庁前駅 約7分（徒歩） 

◎広電宮島口駅  約50分（路面電車） 

 

【お問い合わせ先】 

有限責任監査法人 トーマツ 広島事務所 Public Pitch in 中国 事務局 清老 

Tel： 082-222-7050 / Fax： 082-222-7233 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびその
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た、国内約 40都市に約 8,700名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）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）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、さ
まざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、
高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 
500® の 8 割の企業に提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約 225,000 名の専門家については、
Facebook、LinkedIn、Twitterもご覧ください。 
 
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにその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の関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体で
す。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTL およびそのメンバーファームについての詳細は
www.deloitte.com/jp/aboutをご覧ください。 
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