２０１９年１月１０日
株式会社七十七銀行
「東証IPOセミナー in SENDAI Entrepreneur Week」の開催について
株式会社七十七銀行（頭取 小林 英文）では、地方創生に関する取組みの一環として、
「東証 IPO セミナー in SENDAI Entrepreneur Week」を開催することといたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
なお、本セミナーは、資本市場の活用等によるベンチャー企業および地域企業の成長
支援や起業家人材育成の推進等を目的に、当行、国立大学法人東北大学、株式会社東京証
券取引所が２０１７年１１月に締結した三者連携協定に基づく取組みとして、昨年に続き
開催するものです。
記
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東証 IPO セミナー in SENDAI Entrepreneur Week
２０１９年２月７日（木）１４：００～１７：０５
（懇親会 １７：１５～１８：３０）
せんだいメディアテーク（仙台市青葉区春日町２－１）
当行、国立大学法人東北大学、株式会社東京証券取引所
仙台市、宮城県、独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
七十七キャピタル株式会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
「ＣＥＯセッション」
講師：株式会社マイネット 代表取締役社長 上原 仁 氏
「地域ＶＣセッション」
講師：株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー 林 龍平 氏
株式会社ＭＡＫＯＴＯ
代表取締役 竹井 智宏 氏
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
取締役投資部長 樋口 哲郎 氏

７．参加費用
８．定
員
９．申込方法

無 料
１００名（先着順）
別紙のチラシをご参照ください。

※本セミナーの詳細は、別紙チラシをご参照ください。
以 上

東証IPOセミナー in SENDAI Entrepreneur Week
開催日時
開催場所
主

2019年 2月 7日（木）
セミナー：14：00～17：05(受付開始 13：30)
懇 親 会 ：17：15～18：30
セミナー：せんだいメディアテーク （仙台市青葉区春日町2-1)
懇 親 会 ：クレプスキュールカフェ （せんだいメディアテーク 1F)

催

株式会社七十七銀行、国立大学法人東北大学、株式会社東京証券取引所

後
援
( 予 定 )

仙台市、宮城県、独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部
七十七キャピタル株式会社、東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
七十七銀行、東北大学および東京証券取引所は、仙台市の起業家応援イベント
「SENDAI Entrepreneur Week（仙台起業家週間）」の実施にあわせ、東京証
券取引所でのIPOに関するセミナーを開催いたします。(※1)
CEOセッションでは、2015年12月に東京証券取引所マザーズ上場、2017年
12月に市場第一部へ市場変更した株式会社マイネット 代表取締役社長 上原 仁
氏を講師にお迎えしてIPOのメリットなど上場体験談をお話頂きます。

開催概要

そして地域VC(※2)セッションでは今日本で最もベンチャー企業の育成並びに
活性化が進んでいる福岡で活躍するベンチャーキャピタリストの株式会社ドーガ
ン・ベータの代表取締役パートナー 林 龍平 氏をお招きし、仙台でご活躍する二
人のキャピタリストも交えて、それぞれの立場から見た大学発ベンチャーや地域
企業のIPOをテーマにセッションを行ないます。
本セミナーが、東北地域の皆様にとって、将来の経営戦略をお考えいただく一
助となれば幸いです。
14：00～14：05

セミナー
プログラム

14：05～15：35 【CEOセッション（基調講演）】
株式会社マイネット 代表取締役社長 上原 仁 氏
15：35～15：45 休憩
15：45～17：00 【地域VCセッション（パネルディスカッション）】
（パネリスト） 株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー 林 龍平 氏
株式会社MAKOTO 代表取締役 竹井 智宏 氏
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
取締役投資部長 樋口 哲郎 氏
（モデレーター）
株式会社東京証券取引所 上場推進部課長 宇壽山 図南
17：00～17：05

定

開会挨拶：七十七銀行地域開発部長 小林 寛

閉会挨拶：東北大学 理事（産学連携担当）矢島 敬雅

員 100名(セミナー参加費無料)

申込方法

以下のいずれかの方法でお申込みください
①JPXのHPからのお申込み
（TOPページ ⇒ 「上場をご検討中の皆様」 ⇒ 「セミナー情報」）
②FAX申込用紙からのお申込み

※1 本セミナーは文部科学省「平成30年度次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」と連携して実施します。
※2 VC=ベンチャーキャピタル(高い成長率を有する未上場企業に対しての投資等を実施する投資会社)。

プログラム・登壇者紹介
【CEOセッション】
14：05～14：50
14：50～15：35

基調講演「上場体験談（仮題）」
CEOインタビュー「上場後に見えた世界（仮題）」
（モデレーター）株式会社東京証券取引所 上場推進部課長 宇壽山 図南

株式会社マイネット 代表取締役社長 上原 仁 氏

プロフィール

マイネット
事業内容

1974年生。1998年神戸大学経営学部卒。NTTに入社してインター
ネット事業開発に従事。
2006年7月㈱マイネット・ジャパン（現マイネット）を創業し同社代表
に就任。自社のモバイルCRM事業を国内3万店舗まで育成した後にヤ
フーへ事業売却。現在はゲームタイトルの買取・バリューアップを手がけ
るゲームサービス事業のリーディングカンパニーとして業界を牽引。
2015年東証マザーズ上場後も大型の資金調達やM&Aを駆使し、急
成長を実現。2017年には東証一部に市場変更。
スマートフォン向けオンラインゲームの運営

【地域VCセッション】
15：45～17：00 パネルディスカッション
「地域で活躍するベンチャーキャピタリストが語る地域企業のIPO（仮題）」
（パネリスト）
（モデレーター）株式会社東京証券取引所 上場推進部課長 宇壽山 図南

株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー 林 龍平 氏
1999年住友銀行、2001年シティバンク、エヌ・エイを経て、ドーガンに2005年より参画。
主にベンチャー支援業務に取り組む。3本総額31億円のベンチャーファンド立ち上げを行い、こ
れまでに約30件の投資を行ったほか、2012年には起業家支援のためのシリコンバレー型コワー
キングスペース「OnRAMP」を福岡市に開設し、地元起業家のコミュニティ形成支援を行ってい
る。また、2014年には福岡市がカルチュア・コンビニエンス・クラブと共同で中央区天神に開設し
た「スタートアップカフェ」の設立プロジェクトにも参画。
福岡県出身・九州大学法学部卒。
一般社団法人OnRAMP代表理事・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 地方創生
委員

株式会社MAKOTO 代表取締役 竹井 智宏 氏
1974年生まれ。東北大学生命科学研究科博士課程卒。仙台のベンチャーキャピタルに勤務
していた際に東日本大震災を経験。
2011年7月にMAKOTOを設立し、東北の起業家・経営者の支援を開始。日本初の再チャ
レンジ特化型ファンド「福活ファンド」を組成。また東北のスタートアップに投資する「ステージアップ
ファンド」を組成し、投資育成活動を展開。起業環境作りにも力を入れ、仙台市と「東北グロー
スアクセラレーター」、JPモルガンと「Tohoku Rebuilders」など育成プログラムを実施。
2011年、米国カウフマン財団のカウフマンフェローに選出。2015年、日本ベンチャーキャピタル
協会より「地方創生賞」を受賞。2017年Forbesより、日本を元気にする８８人に選出。
東北大学特任准教授(客員)。

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社 取締役投資部長 樋口 哲郎 氏
株式会社ジャフコにて投資事業組合の企画、設立、募集、投資家への説明等ファンド運営全
般を担当、公開コンサルティングを４年間で11社担当し、うち10社を新規上場に導く。
シンガポールのJAFCO Investment(Asia Pacific)Ltdにおいて取締役副社長(CFO)を務
め、アジア、オセアニア地域の会社運営及び投資委員会メンバーとして投資決定に携わる。
2017年4月東北大学ベンチャーパートナーズ㈱取締役投資部長就任。
慶應義塾大学経済学部卒業。

FAX申込用紙・アクセス

FAXでのお申込みの場合は、下記申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。

申込締切：

FAX申込先：七十七銀行 地域開発部 地域開発課

FAX：022-267-5303

2019.2.5(火)

所属(会社名、大学名)

〒

ご住所
ご参加者名
お電話番号(
懇親会への参加

参加

・

)

－

不参加

参加にあたっての留意事項
・当日は名刺を1枚お持ちください。
・懇親会への参加費用は２，０００円となります。学生は学生証を提示した場合に無料といたします。
・懇親会への参加費用は、当日受付で集めさせていただきますので、ご用意の上お越しください。

個人情報の取り扱いに関して
※ご記入いただいた個人情報は、セミナーの運営業務の目的で利用し、その他の目的には一切利用いたしません。
※当行は、前述の行為を実施するにあたり、法律に基づき開示しなければならない場合を除き個人の同意なく第三者に開示
することはありません。
※当セミナー運営組織ごとのプライバシーポリシーにつきましては、以下のURLでご確認いただくようお願いいたします。
株式会社七十七銀行：https://www.77bank.co.jp/kojinjohou/privacypolicy/index.html
国立大学法人東北大学：https://www.tohoku.ac.jp/japanese/site/siteinfo/01/siteinfo0103/
株式会社東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/corporate/governance/security/privacy-policy/index.html

アクセス
○会場：せんだいメディアテーク(〒980-0821 宮城県仙台市青葉区春日町2-1)
■会場周辺地図

会場

【お問い合わせ先】
株式会社七十七銀行
地域開発部地域開発課
堀江
Tel:022-211-9804

■交通アクセス
・仙台市営地下鉄
南北線 勾当台公園駅 徒歩6分
東西線 大町西公園駅 徒歩13分
・JR 仙台駅
タクシー 約7分
徒歩
約20分

国立大学法人東北大学
産学連携課 前小屋 今野 渋谷
Tel:022-795-5281
E-mail:info.innovation@ml.tohoku.ac.jp

株式会社東京証券取引所
上場推進部 中尾
Tel:050-3377-7571
E-mail :ipo@jpx.co.jp

