
【オープンイノベーションセミナー】 

大企業×スタートアップベンチャーの取組み 第2回 
〜世界動向から見る新事業開拓の秘訣〜 
ごあいさつ 
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別の
ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
 近年、グローバルな市場環境においては、イノベーションのジレンマからの脱
却を目指した大企業によるオープンイノベーションへの取組みがますます加速
し、世界的に有名な企業の海外の成功事例も頻繁に耳にするようになりました。 
 企業の持続的な成長には、製品やサービスの開発スピードを高速化すること
や新規事業を創造していくことが不可欠ですが、国内ではオープンイノベーショ
ンへの取組みは未だ限定的であり、取り組んでいたとしても成果が上げられな
い企業も多いのが実状です。 
 海外で成果を上げているオープンイノベーションの協業先は大企業や大学、
研究機関だけでなくベンチャー企業も非常に多くあり、スタートアップベンチャー
を活用したイノベーションの創出は、ジレンマ脱却には有効な解決策の一つで
あると言われています。 
 本セミナーでは、ご好評いただいた前回に引き続き、大企業が豊富なリソース
とスタートアップベンチャーを活用してオープンイノベーションを成功させるため
のプロセスや条件を、実際に多くを成功に導いたCreww株式会社様より最新の
事例を交えて解説していただきます。 
 ご多用中のこととは存じますが、オープンイノベーションについて関心を持って
いらっしゃる、もしくは検討を進めていらっしゃる多くの企業様のご参加をお待ち
申し上げます。 

敬具 

主催：有限責任 あずさ監査法人 
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プログラム 

18:30～19:20 

（第1部） 
【オープンイノベーションセミナー】 
大企業×スタートアップベンチャーの取組み 
～世界動向から見る新事業開拓の秘訣～ 
海外のオープンイノベーション最新動向から国内の動き、中でも過去27社の大企業とのオープンイノベーション
を実現したCrewwコラボの仕組みを交えて、なぜ組むべき相手がスタートアップなのか、その結果、どのように
大企業は新事業創生に繋げることが出来るのか、オープンイノベーションの「ホンネ」に深く切り込みます。 

Creww株式会社 Sales Director 水野 智之氏 

19:20～19:30 休憩／ネットワーキングタイム 

19:30～20:00 

（第2部） 
パネル・ディスカッション／質疑応答 
スタートアップベンチャーと組んでイノベーションを成功させた大企業の中からタマホーム株式会社より飯田氏、
ほか1社をお招きし、オープンイノベーション成功に至るまでの苦労や留意点をパネル形式でディスカッション 
します。 

※内容、日程等は変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 

開催日時 
2015年 9月29日（火） 18:30～20：00 （18:00受付開始） 

 
 
 



 
 
 
お問合せ先 
有限責任 あずさ監査法人 
セミナー事務局 （担当：田口、常見） 
TEL：03-3548-5802 / FAX：03-3548-5320 
e-Mail : IPO-support@jp.kpmg.com 
www.kpmg.com/jp/azsa 

講師略歴 

Creww株式会社 Sales Director 水野 智之氏  
国内チケッティングサービスの草分けwazoo共同創業者としてマーケティングと営業の責任者を

務める。スタートアップの立ち上げに携わった後、関連会社を設立し独立。新規事業立ち上げな
どを経験後にCrewwに参加。Crewwでは大企業27社とのオープンイノベーションに携わり、大企
業とスタートアップの中心に立ち、総提案数609件、協業96件という実績をCrewwコラボ開始2年
半で導く。 

開催概要 

開 催 日 時 2015年9月29日（火） 18:30～20:00 

会 場 

あずさ監査法人 東京事務所（大手町） 
大手町フィナンシャルシティノースタワー  
21階K3～K4会議室 
（千代田区大手町1-9-7） 

定 員 
10名 
※定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、あらかじめご
了承ください。また、同業他社様の参加はご遠慮いただいております。 

受 講 料 無料 

申 込 方 法 

別紙申込書に必要事項をご記入の上、9月25日（金）までに
メール又はFAXにてお申込みください。 
なお、お申込後、ご都合によりキャンセルされる場合は、 
下記お問合せ先にその旨ご連絡ください。 
※お申込みいただいた会社の社名については秘密厳守といたします。 
※受付にてお名刺を頂戴いたします。 

※自然災害等が発生した場合には、開催を延期または中止する場合がございます。 

JR 
「東京駅」丸の内北口より徒歩7分 
 
地下鉄 
丸ノ内線 「大手町駅」A1出口直結、 
半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線 
「大手町駅」E1・A4出口よりアクセス可能 

タマホーム株式会社 経営企画部 新規開発課 飯田 守氏  
大学卒業後、映画「ウォール街」を見て、下り坂の証券業界で営業マンとして投資信託を売りなが
ら公開企業との出会いを夢見つつ、住宅街で靴底減らす日々を送る。その後、工務店コンサル
ティング会社に転職、10年ほど全国を渡り歩く。 
その中で、現在のタマホームと出会う。現在は、タマホームで建築業以外の新規事業の発掘を  
3年程行っており、その最中にセミナーでCrewwと出会う。 

 
 

パネリスト略歴 

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針
（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、当法人および関連グル―プからの有益な情報の提供
（サービスのご案内、メールニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加
のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくこ
とがございます。なお、本件に関するお問合せはseminar＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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セミナー申込書  
有限責任 あずさ監査法人 行 

e-Mail : IPO-support@jp.kpmg.com 
FAX: 03-3548-5320 

 
 

日 時   2015年9月29日（火） 18:30 ～20:00 （18:00受付開始） 
会 場   あずさ監査法人 東京事務所（大手町） 
 大手町フィナンシャルシティノースタワー 21階K3～K4会議室 

   
 

参加をご希望される場合は、以下に必要事項をご記入のうえ、9月25日（金）までにメール又はFAXにてお申し込
みください。 
 
貴社名                                電話番号 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

お名前 お役職  メールアドレス 

ご提供いただく個人情報は、当法人のHPに掲載している個人情報保護方針（http://www.kpmg.com/jp/privacy）に基づき、①当法人および関連グル―プからの有益な情報の提供（サービスのご案内、メール
ニュースの配信、ニューズレターの配送、セミナー・イベントのご案内や参加のご確認など）、②当法人および関連グループへのお問合せに関する回答、等に利用させていただくことがございます。なお、本件に関す
るお問合せはIPO-support＠jp.kpmg.comまでお願いいたします。 
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