報道関係者各位

2019 年 1 ⽉ 30 ⽇
⼀般社団法⼈ MAKOTO

MAKOTO・仙台市、東北グロースアクセラレーターDemo Day を仙台・東京で開催
採択企業 5 名のプレゼンテーション、東北・東京・海外から 40 名を超える登壇者が仙台に集う
⼀般社団法⼈ MAKOTO（本社：宮城県仙台市、代表理事：⽵井 智宏）が、仙台市と共に企画運営する
「TOHOKU GROWTH Accelerator（TGA）
」プログラムについて、採択企業の 5 社のプレゼンテーショ
ンを中⼼とした、
「TOHOKU GROWTH Accelerator Demo Day」を仙台、東京で開催します。43 件の中
から選抜された採択企業は、2018 年 9 ⽉ 30 ⽇から半年間のプログラムで、事業の急成⻑を⽬指し事業
を展開してきました。特に、仙台で開催される Demo Day は、“東北の・スタートアップの・フェスティ
バル”をコンセプトに 2019 年 2 ⽉ 24 ⽇、300 名規模で開催します。

■仙台開催「 TOHOKU GROWTH Accelerator Demo Day」
⽇時：2019 年 2 ⽉ 24 ⽇(⽇)13 時−21 時
主催：仙台市・⼀般社団法⼈ MAKOTO
会場：仙台アエル 5F 多⽬的ホール 〒980-0021 宮城県仙台市⻘葉区中央１丁⽬３−１
共催：せんだい創業⽀援ネットワーク
対象：300 名
費⽤：参加費無料（懇親会は 2,000 円）
申込：https://tohoku-growth-ap.jp/demoday

□タイムスケジュール・登壇者（予定）
オープニング・司会
ヤフー株式会社 Yahoo!アカデミア 学⻑：伊藤 ⽺⼀⽒
⼀般社団法⼈ MAKOTO 代表理事：⽵井 智宏⽒
13:00-13:20

オープニングアクト
UQiYO（ウキヨ）

13:30-14:30

オープニングセッション
株式会社 GO 代表取締役 PR/Creative Director：三浦 崇宏⽒
WAmazing 株式会社 代表取締役：加藤 史⼦⽒
⼀般社団法⼈⽇本ベンチャーキャピタル協会 会⻑
／株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ マネージング・パートナー：仮屋薗 聡
⼀⽒

14:40-15:40

東北グロースアクセラレーター採択起業家によるピッチ
株式会社 ZIG 代表取締役：⼩泉 拓学（福島県郡⼭市）
株式会社クラウドセンス 代表取締役：冨⽥ 尚（宮城県仙台市）
株式会社ゼンシン 代表取締役：前⽥ 忠嗣（宮城県名取市）
株式会社フリーバル 代表取締役：⼩野 潤⼀郎 （東京都渋⾕区）
株式会社チェンジ・ザ・ワールド 代表取締役：池⽥ 友喜（⼭形県酒⽥市）
【審査・コメンテーター】
株式会社ドリームビジョン 代表取締役：平⽯ 郁⽣⽒
gC ストーリー株式会社 代表取締役：⻄坂 勇⼈⽒
株式会社ブラッククローキャピタル 代表取締役
／株式会社アナムネ 代表取締役：菅原 康之⽒
プロトスター株式会社 代表取締役 COO：栗島 祐介⽒
株式会社経営共創基盤 マネジャー：⼭下 翔⽒
Full Commit Partners 代表パートナー：⼭⽥ 優⼤⽒
【プレゼン講評】
ヤフー株式会社 Yahoo!アカデミア 学⻑：伊藤 ⽺⼀⽒

15:55-16:40

並⾏プログラム

【メインステージ】パネルディスカッション「スタートアップと知財」
IPTech 特許業務法⼈ 副所⻑ 湯浅 ⻯（元 株式会社ドワンゴ）

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 ⽊本 ⼤介⽒
IPTech 特許業務法⼈ 特許技術本部 本部⻑ 佐⽵ 星爾（元 株式会社コロプラ 知財担当）
【サブステージ】Polar Bear Pitching Sendai in Japan - the startup ice challenge
フィンランド共和国オウル市で開催される「Polar Bear Pitch」への出場をかけた東北の若
⼿起業家 10 名のピッチ
16:55-17:40

並⾏プログラム

【メインステージ】パネルディスカッション「スタートアップと⼈材」
株式会社サーキュレーション 代表取締役：久保⽥ 雅俊⽒
株式会社ｅｐｉ＆ｃｏｍｐａｎｙ 代表取締役：松橋 穂波⽒
【サブステージ】パネルディスカッション「スタートアップと都市」
株式会社 Granma 代表取締役
／株式会社 reblue 共同代表：本村 拓⼈⽒
ヤマモ味噌醤油醸造元 七代⽬：⾼橋 泰⽒
株式会社 reblue 代表取締役：岩崎 健幸⽒
仙台市経済局産業振興課 起業・創業⽀援担当主任：⽩川 裕也⽒
17:55-18:40

並⾏プログラム

【メインステージ】海外起業家によるスペシャルトーク
Fingersoft Ltd
Daniel Rantala（ダニエル・ランタラ）⽒
【サブステージ】パネルディスカッション「スタートアップに必要な UX・CX」
株式会社ニューロマジック 取締役執⾏役員：⽊村 隆⼆⽒
アンカーデザイン株式会社 代表取締役：⽊浦 幹雄⽒
富⼠通デザイン株式会社 ベンチャー協業⽀援デザインパートナー：志⽔ 新⽒
18:50-19:20 クロージング表彰+総評
19:35-

交流会

■東京開催「TOHOKU GROWTH Accelerator Demo Day」
⽇程： 2019 年 2 ⽉ 21 ⽇（⽊） 19:00〜21:30
会場： NTT ドコモ・ベンチャーズ
東京都港区⾚坂⼀丁⽬ 12 番 32 号 アーク森ビル 31 階
参加費：無料（懇親会ご参加の場合は 2,000 円）
定員： 100 名

詳細・参加申込はこちら↓
https://www.facebook.com/events/500703887003259/
チケット情報
https://tohoku-growth-accelerator.peatix.com/

■「TOHOKU GROWTH Accelerator」について
東北から世界に通じるイノベーション創出を⽬指し、事業を急成⻑させていくスタートアップまたは新
規事業に挑戦する中⼩企業のうち、
「⼤学研究シーズ」
「ICT」
「既存産業でのイノベーション」
「東北の強
みを活かした事業」の 4 テーマに挑戦するスタートアップまたは中⼩企業を募集し、MAKOTO のメン
バーや専⾨アドバイザーによるレクチャーとメンタリングを実施して⾏きます。2019 年 2 ⽉ 24 ⽇の
DEMO DAY での発表にて、成果発表ならびに資⾦調達・事業連携の獲得を⽬指します。
プログラム URL：https://tohoku-growth-ap.jp/
■「MAKOTO」について
代表者：⽵井智宏
所在地：宮城県仙台市若林区清⽔⼩路 6-1 東⽇本不動産仙台ファーストビル１F
・URL http://www.mkto.org/
・事業内容：投資事業、⼤学連携事業、アクセラレーター事業、地⽅創⽣事業
■取材・お問い合わせ先
⼀般社団法⼈ MAKOTO
担当 ：堀江
連絡先：info@mkto.org 022-352-8850

