
 

 
Public Pitch in 北海道 《「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 

 証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

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、証券会員制法人札幌証券取引所様の後援により、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 北海道 《「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。特に、インバウンド－

訪日外国人旅行者は、世界的な旅行者数の増加、ビザの条件緩和や LCC の就航を背景に増加を続けており、2016 年の

訪日外国人旅行者数は 10 月末時点で 2,000 万人を超えるなど、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、地域における観光関連産業の成長発展、地域の

観光振興、観光領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 2017 年 2 月 23 日（木） 14:30～17:00 （受付開始 14:00） 

 会場 札幌証券取引所 2 階会議室 

 〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の 1 

 定員 40 名 

 ※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。 

 参加料 無料 

 対象者 道・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 Web サイト（http://www.deloitte.com/jp/semi3490）よりお申し込み下さい。 
 ※本セミナー申込に際しては、株式会社シャノンのサービスを利用しています。 
 ご回答いただく内容は、SSL 暗号化通信により内容の保護を図っております。 
 ※お申し込みは 1 名様ずつのご登録が必要となります。 
 ※過去にデロイト トーマツ グループ各社のセミナーにお申し込みいただいた方、または現在当グループの 

 メールマガジンをご購読いただいている方は、ご登録済みの ID・パスワードで簡単にお申し込みいただけます。 

 

 

 



  

 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 
14:30-14:35 

(5 分) 開会のご挨拶 有限責任監査法人トーマツ 

14:35-14:40 
(5 分) 

提携事例紹介 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

14:40-14:50 
(10 分) テーマ概観、登壇者紹介 トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

14:50-15:35 
(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 Payke 

② セカイメニュー株式会社 

③ 株式会社ミニマル・テクノロジーズ 

④ 株式会社 Gear8 
 

15:35-15:45 
(10 分) 休憩  

15:45-16:35 
(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 株式会社ダブルエムエンタテイメント 

⑥ 株式会社 Ridilover 

⑦ トム・ソーヤ合同会社 

⑧ 株式会社リージョナルスタイル 
 

16:35-17:00 
(25 分) 名刺交換  

 

 登壇企業紹介 
企業名 事業内容 

 ① 株式会社 Payke 商品についているバーコードを読み込むと、商品情報が自国語で表示されるアプリ

「payke」を開発、パッケージでは伝わらない商品の良さを伝える。 

 ② セカイメニュー株式会社 外国人観光客のスマートフォンを利用し QR コードや IC タグを読み込むことで安価に

多言語対応とセルフオーダーを可能にする多言語セルフオーダーサービスを提供し

ている。 

 ③ 株式会社ミニマル・テクノロジー

ズ 

たった１行のスクリプトを追加するだけで、簡単にウェブサイトの多言語化ができるサ

ービス「WOVN.io」を開発、展開している。 

 ④ 株式会社 Gear8 タイ人観光客向に、道内 500 地点以上の観光地の情報発信や周辺飲食店の検索な

どができるスマートフォン向け観光アプリを開発、展開している。 

 ⑤ 株式会社ダブルエムエンタテイ

メント 

３DVR（ヴァーチャルリアリティ）技術を用いた観光体験アプリ、データ解析付店舗内

パノラマなどを展開している。 

 ⑥ 株式会社 Ridilover 「地域に埋もれている課題や資源」を題材に、学びのコンテンツを企画。これを題材とし

たツアーを実施し、「地域課題の解決」を目指す外部人材と地域のマッチングを通して、

移住を促進している。 

 ⑦ トム・ソーヤ合同会社 「宝島～焼尻の財宝伝説～」、「コープ×動物園宝探し」など、宝の地図と宝箱を使っ

て家族が観光地をより楽しめるコンテンツを提供している。 

⑧ 株式会社リージョナルスタイル U ターン・I ターン転職に特化した転職支援サービスを全国の加盟企業 9 社 16 地域

で展開、年間 200 名の地方転職を実現している。 



  

 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 

札幌証券取引所 2 階会議室 

〒060-0061 

札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 アクセス 

◎地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅 1 番出口（昭和ビル）から徒歩 2 分 

 

 

 問い合わせ先  

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 札幌オフィス 庄司 

〒060-0005 北海道札幌市中央区北 5 条西 6-2-2 札幌センタービル 

Tel： 011-271-2035 ／ Fax： 011-271-2363 

email： tvs-sapporo@tohmatsu.co.jp 

※Web よりお申し込みができない場合は、セミナー事務局までご連絡ください。 
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