
Impact Report
2020



Connecting innovators to make things happen
NAGOYA で繋がる。NAGOYA と繋がる。

NAGOYA CONNÉCT は、起業家や起業を志す人、投資家、研究者、学生等、多様なイノベーター

達が集い、繋がり、これまでにないイノベーションを社会に対して生み出すコミュニティです。

イノベーションを促進するために提供される様々なプログラムの中心となるのが、毎月第四金曜

日に行われ、学びの機会（パネルセッション、レクチャー、ワークショップ）と繋がりの機会

（ネットワーキング、展示テーブル）の組み合わせによって行われるフラッグシッププログラム、

NAGOYA CONNÉCT です。

また、起業アイディアやビジネスプランのブラッシュアップなど各領域のプロフェッショナルに

相談できるOffi ce Hours も実施しています。

何か新たなチャレンジを模索する人、イノベーションに少しでも興味がある人ならば「誰でも」

参加可能な点も特徴です。

Venture Café は、イノベーションは誰もが生み出すことができる、そして、それは個々人のちょっ

とした繋がりの中から生まれてくるものだと強く信じています。

LEARN. CONNECT. SHARE

共に世界を変えましょう。

NAGOYA CONNÉCT は、名古屋市を主催として、
ボストン発、世界 5 ヵ国 9 都市で活動する Venture Café が

名古屋市を中心に運営するイノベーション促進 / 交流プログラムです。

Meet the Team

Venture Café は米国のイノベーション拠点であるCIC (Cambridge Innovation Center) の姉妹組織

として 2010 年にボストンで設立されて以来、現在世界 5ヶ国 9 都市 ボストン (アメリカ)、セントルイ

ス(アメリカ) 、マイアミ(アメリカ) 、フィラデルフィア(アメリカ) 、プロビデンス(アメリカ) 、ロッ

テルダム(オランダ ) 、シドニー (オーストラリア) 、ワルシャワ(ポーランド) 、東京 でイノベーション

コミュニティの創出に取り組んできました。

2020 年、名古屋市は我々のグローバルネットワークに新たな一員として加わりました。
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記念すべき NAGOYA CONNÉCT の初回はなごのキャン
パスを開催地に実施しました。河村たかし名古屋市長の
オープニングトークからスタートした NAGOYA CONNÉCT。
Venture Café Tokyo 代表理事山川さんによるキーノートで
は "Failure is good"と "Action trumps everything"とい
う世界 10 拠点に展開しイノベーションを加速させる様々な
プログラムを提供するコミュニティ VCT らしいキーワード
からスタートいたしました。
「Future of Nagoya」では VC、スタートアップ、イントレ
プレナー、スタートアップ支援者、行政と名古屋、地域の
スタートアップエコシステムづくりに携わるメンバーが名古
屋の未来を考えるセッションを行いました。
「Creating impacts with the global」と銘打った最終セッ
ションは、VCTのグローバル拠点であるロッテルダム、マ
イアミ、シドニーの 3 拠点のディレクターが地域に VCT が
起こすインパクトを語っていただきました。

OpeningOpening
河村 たかし 河村 たかし 名古屋市長名古屋市長

Future of NagoyaFuture of Nagoya
石井 芳明 内閣府イノベーション創出環境担当 企画官内閣府イノベーション創出環境担当 企画官

鵜飼 幸子 ピノベーション株式会社 取締役ピノベーション株式会社 取締役

土井 雄介土井 雄介 ONE JAPAN TOKAIONE JAPAN TOKAI

Creating impacts with the globalCreating impacts with the global
Anoesjka ImambaksAnoesjka Imambaks Executive Director Venture Café RotterdamExecutive Director Venture Café Rotterdam

Leigh-Ann A. Buchanan
Nathan PlummerNathan Plummer Director of Corporate Innovation and Partnerships,Director of Corporate Innovation and Partnerships,

Venture Café SydneyVenture Café Sydney

8 月 28 日に開催された第二回の NAGOYA CONNÉCT は、
名古屋の大学発スタートアップの現状に焦点を当ててプロ
グラムを実施いたしました。「東海発の起業家育成の成果と
現状」では東海大学学術研究・産学連携推進本部の URA
のおふたりに大学における起業家育成の成果を伺い、そ
の後「大学発スタートアップ CxO が名古屋から見つめる今
と未来」と銘打って株式会社オプティマインド、株式会社
Harmony For 代表取締役、GeCS, Inc の 3 社の大学発ス
タートアップがスタートアップ目線での議論を交わしました。
名古屋でイノベーターズコミュニティを作っている未来創造
と連携をとり連続セッションを実施したのもこの会でした。
「プロトタイプシティは日本でも興るか」「勘違いされ続ける
デザインシンキングとこれから」の 2 つのセッションは名古
屋におけるオープンイノベーション推進における重要なキー
ワードが数多く出たセッションでした。

Z 世代のイノベーションZ 世代のイノベーション
 WillDO メンター×学生 直接対談！？ WillDO メンター×学生 直接対談！？
スシ スズキ
京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 准教授京都工芸繊維大学 KYOTO Design Lab 准教授

Learning Session vol.1Learning Session vol.1
Entreprener mindset 失敗の定義Entreprener mindset 失敗の定義

古川遙夏
BARK CEOBARK CEO

小村 隆祐小村 隆祐
Venture Café Tokyo プログラム・ディレクターVenture Café Tokyo プログラム・ディレクター

藤田 豪 株式会社MTG Ventures 代表取締役株式会社MTG Ventures 代表取締役

藤原 啓税藤原 啓税 名古屋大学 イノベーション戦略室名古屋大学 イノベーション戦略室

Executive Director Venture Café MiamiExecutive Director Venture Café Miami

Venture Cafe × 未来創造 Friday Night SessionVenture Cafe × 未来創造 Friday Night Session
名古屋イノベーターズ Night名古屋イノベーターズ Night

「イノベーターズトーク：プロトタイプシティは日本でも興るか」「イノベーターズトーク：プロトタイプシティは日本でも興るか」
岡田 貴裕岡田 貴裕 ジェネシスホールディングスジェネシスホールディングス
髙橋 哲髙橋 哲 ASCII HACK 2018 最優秀賞ASCII HACK 2018 最優秀賞
美谷 広海美谷 広海 FutuRocket株式会社 CEO & FounderFutuRocket株式会社 CEO & Founder

水野 敬亮水野 敬亮 未来創造未来創造モデレーター：モデレーター：
大槻  将久大槻  将久 MONO Creator's LabMONO Creator's Lab

東海発の起業家育成の成果と現状東海発の起業家育成の成果と現状
小西 由樹子小西 由樹子 名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

人材育成・情報発信部門 主任URA人材育成・情報発信部門 主任URA
岡部 周平岡部 周平 名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

人材育成・情報発信部門 URA人材育成・情報発信部門 URA

Venture Cafe × 未来創造 Friday Night Session Venture Cafe × 未来創造 Friday Night Session 
名古屋イノベーターズ Night 名古屋イノベーターズ Night 

「プロフェッショナルトーク：「プロフェッショナルトーク：
　　勘違いされ続けるデザインシンキングとこれから」　　勘違いされ続けるデザインシンキングとこれから」
石井 辰典石井 辰典 株式会社Hyla 代表取締役株式会社Hyla 代表取締役
浦野 隆好浦野 隆好 中部電力株式会社中部電力株式会社

水野 敬亮水野 敬亮 未来創造未来創造モデレーター：モデレーター：

大学発スタートアップ CxO が大学発スタートアップ CxO が
名古屋から見つめる今と未来名古屋から見つめる今と未来
松下 健松下 健 株式会社オプティマインド 代表取締役社長株式会社オプティマインド 代表取締役社長
塚本 将弘塚本 将弘 株式会社Harmony For 代表取締役株式会社Harmony For 代表取締役
村上 嘉一村上 嘉一 GeCS, Inc 代表社員社長CEOGeCS, Inc 代表社員社長CEO

Why communityWhy community
and Entrepreneurial Mindsetand Entrepreneurial Mindset
Yasuhiro YAMAKAWA Yasuhiro YAMAKAWA Executive Director of Venture Café Tokyo

Associate Professor of Babson CollegeAssociate Professor of Babson College
Executive Director of Venture Café TokyoExecutive Director of Venture Café Tokyo



名古屋のスタートアップが一同に会したのが 9 月 25 日の
NAGOYA CONNÉCT。10 社のスタートアップが「名古屋とつ
ながる。名古屋でつながる。」をテーマにピッチを行いました。
審査委員には東海東京インベストメント株式会社 常務執行役
員・投資部長 阿部剛久氏、豊田通商株式会社 CDTO 補佐 デ
ジタル変革推進部長 松﨑英治氏、株式会社ゼロワンブース
ター 共同代表・取締役 合田ジョージ氏と企業、支援者の有力
者 3 名がコメントを行いました。名古屋のイントレプレナーが集
まったセッションが「Learning Session Vol.2 ～卒業生が語る 
バブソン大学での学びとは？～」。
豊田章男氏など日系企業の代表を数多く輩出し、起業家教育で
有名なバブソン大学。今年同大学を卒業した三菱電機の信江
一輝氏を迎え、バブソン大学のアントレ教育が日本の製造業社
員のマインドセットを如何に変容させたかをお話しいただきまし
た。学生の学びにつながったセッションが「2020 年予報アッ
プデート版『ひとりで生きる』不安社会をどう生きるか？を今振り
返る 」。SXSW Japan Offi ce 運営でもある宮川麻衣子氏が作
成したレポートの内容を学生とともに読みくだきました。

2020 年予報アップデート版2020 年予報アップデート版
「ひとりで生きる」不安社会をどう生きるか？「ひとりで生きる」不安社会をどう生きるか？

を今振り返るを今振り返る

Nagoya Startup PitchNagoya Startup Pitch

10月23日のNAGOYA CONNÉCT #4 のテーマは Intrapreneurs 
Pitch Night。愛知・名古屋地域の大手自動車メーカーや大手
素材メーカーなど属するイントレプレナー ( 社内起業家 ) の
方々にピッチをしてもらいました。
イノベーションの都市に変貌しつつある名古屋地域におい
て、キーパーソンとなり得る企業内部で活躍の場を広げて
いるイントレプレナー。Toyota Connected、株式会社デン
ソー、愛知製鋼株式会社などの名古屋を代表する 10 社の 10
名のピッチは大企業のリソースを活用した事業創造のアイデ
アに満ち溢れていました。「バブソンでの学びの活かし方 ～
起業家、イントレプレナー、起業家支援が語る～」では前回
好評だった信江一輝氏に加えて、起業家である河野辺和典氏、
VCT の小村隆祐氏の 2 名のバブソン出身者を加えて当時の学
びを振り返っていただきました。
この会より新らたにシリーズセッションとして始まったのが
名古屋の女性の活躍に焦点を当てた企画でした。「女性のこ
れからの働き方～今までの当たり前を拡げてみよう～」とし
て名古屋の女性コミュニティに精通する 3 名のパネルディス
カッションを実施し、初回を開催しました。

官民若手イノベーション論 ELPIS が考える官民若手イノベーション論 ELPIS が考える
「2050 年の未来」「2050 年の未来」

水口 怜斉水口 怜斉
株式会社スペースフォトン 代表取締役株式会社スペースフォトン 代表取締役

Intrapreneurs Startup PitchIntrapreneurs Startup Pitch
三井 敬二 三井 敬二 グロービス経営大学院 名古屋校 マネージャーグロービス経営大学院 名古屋校 マネージャー
西村 淳西村 淳 Toyota ConnectedToyota Connected

宮川 麻衣子

Learning Session Vol.2 Learning Session Vol.2 
～卒業生が語る バブソン大学での学びとは？～～卒業生が語る バブソン大学での学びとは？～
信江 一輝信江 一輝 Class of 2020, Babson College F.W.Olin Graduate School of BusinessClass of 2020, Babson College F.W.Olin Graduate School of Business

Ambassador , Venture Café Tokyo Ambassador , Venture Café Tokyo 
三菱電機株式会社 新事業開発担当三菱電機株式会社 新事業開発担当

池田 貴裕 パイフォトニクス株式会社 代表取締役パイフォトニクス株式会社 代表取締役
河合 将樹 株式会社 UNERI 代表取締役株式会社 UNERI 代表取締役
佐藤 礼司 株式会社 EXAWIZARDS 中部エリア統括株式会社 EXAWIZARDS 中部エリア統括
鳥羽 伸嘉 ピノベーション株式会社 代表取締役ピノベーション株式会社 代表取締役
尾和 恵美加尾和 恵美加 株式会社 Bulldozer 代表取締役株式会社 Bulldozer 代表取締役
野崎 麻衣野崎 麻衣 大阪産業局 イノベーション推進部 Osaka Innovation Hub 担当大阪産業局 イノベーション推進部 Osaka Innovation Hub 担当
難波 弘匡難波 弘匡 株式会社テイラーワークス 代表取締役株式会社テイラーワークス 代表取締役
杉浦 加菜子杉浦 加菜子 じょさんし online 代表じょさんし online 代表

- 登壇者 -- 登壇者 -

阿部 剛久阿部 剛久 東海東京インベストメント株式会社 常務執行役員・投資部長東海東京インベストメント株式会社 常務執行役員・投資部長
松﨑 英治松﨑 英治 豊田通商株式会社 CDTO補佐 デジタル変革推進部長豊田通商株式会社 CDTO補佐 デジタル変革推進部長
合田 ジョージ合田 ジョージ 株式会社ゼロワンブースター 共同代表・取締役株式会社ゼロワンブースター 共同代表・取締役

-- コメンテーターコメンテーター --

冨田 阿里冨田 阿里 株式会社スマートラウンド 執行役員COO株式会社スマートラウンド 執行役員COO
山崎 はずむ山崎 はずむ 株式会社 Empath Co-founder & CSO 株式会社 Empath Co-founder & CSO 

Learning Session Vol.3 Learning Session Vol.3 
「バブソンでの学びの活かし方 ～起業家、「バブソンでの学びの活かし方 ～起業家、

          イントレプレナー、起業家支援が語る～」          イントレプレナー、起業家支援が語る～」
信江 一輝信江 一輝
Class of 2020, Babson College F.W.Olin Graduate School of BusinessClass of 2020, Babson College F.W.Olin Graduate School of Business
Ambassador , Venture Café Tokyo Ambassador , Venture Café Tokyo 
三菱電機株式会社 新事業開発担当三菱電機株式会社 新事業開発担当

河野辺 和典河野辺 和典 株式会社 LOAD&ROAD 代表取締役株式会社 LOAD&ROAD 代表取締役

小村 隆祐小村 隆祐 Venture Café Tokyo プログラム・ディレクターVenture Café Tokyo プログラム・ディレクター

下簗 一博下簗 一博 日本特殊陶業株式会社日本特殊陶業株式会社
土井 雄介土井 雄介 ONE JAPAN TOKAI 代表ONE JAPAN TOKAI 代表 加納 健良加納 健良 株式会社デンソー株式会社デンソー
岩佐 省吾岩佐 省吾 東邦ガス株式会社東邦ガス株式会社 吉本 遼 吉本 遼 A-1 TOYOTAA-1 TOYOTA
伊東 大地伊東 大地 有限会社大橋量器有限会社大橋量器 林 太郎林 太郎 愛知製鋼株式会社愛知製鋼株式会社

西澤 祐輔西澤 祐輔 A-1 TOYOTAA-1 TOYOTAグロービス推薦 学生枠グロービス推薦 学生枠::

村尾 佳子村尾 佳子
グロービス経営大学院　経営研究科 副研究科長グロービス経営大学院　経営研究科 副研究科長
佐藤 真希子佐藤 真希子
株式会社 iSGS インベストメントワークス 取締役 代表パートナー株式会社 iSGS インベストメントワークス 取締役 代表パートナー
河原 あず河原 あず
Potage 代表 コミュニティ・アクセラレーターPotage 代表 コミュニティ・アクセラレーター

-- コメンテーターコメンテーター --

-- モデレーターモデレーター --
東 博暢東 博暢
株式会社日本総合研究所 プリンパシル株式会社日本総合研究所 プリンパシル
粟生 万琴粟生 万琴
Venture Café NAGOYA CONNÉCT Program AdvisorVenture Café NAGOYA CONNÉCT Program Advisor

女性のこれからの働き方女性のこれからの働き方
～今までの当たり前を拡げてみよう～～今までの当たり前を拡げてみよう～
鬼木 利瑛鬼木 利瑛
株式会社 eight 代表取締役 株式会社 eight 代表取締役 
２級キャリアコンサルティング技能士 ２級キャリアコンサルティング技能士 
キャリアモデル開発センター豊田センター長 キャリアモデル開発センター豊田センター長 
一般社団法人セカンドライフネットワーク理事 一般社団法人セカンドライフネットワーク理事 
一般社団法人ママライフデザイン研究所理事 一般社団法人ママライフデザイン研究所理事 
MUSASHi Innovation Lab CLUE メンターMUSASHi Innovation Lab CLUE メンター

玉谷 幸代玉谷 幸代
MUSASHi Innovation Lab CLUE コミュニティマネージャーMUSASHi Innovation Lab CLUE コミュニティマネージャー

矢上 清乃矢上 清乃
学び舎mom株式会社 代表取締役学び舎mom株式会社 代表取締役
一般社団法人日本ワーキングママ協会理事一般社団法人日本ワーキングママ協会理事
一般社団法人ワンエムイノベーション理事一般社団法人ワンエムイノベーション理事
MUSASHi Innovation Lab CLUE メンターMUSASHi Innovation Lab CLUE メンター



グローバルとの結びつきでイノベーションの種となる出会いを生
み出すことが Venture Café Tokyo のひとつの機能です。それ
が体現されたのが NAGOYA CONNÉCT #5 Open innovation で
した。
愛知県が 2019 年に MOU を結んだパリ市経済開発公社
「Paris&Co」との連携プログラムが縁で開催されたセッション
が「Aichi Paris&Co イノベーションプログラム -N°1 オープン
イノベーションセミナー『Club Open Innovation を展開する
Paris&Co の事例から』」。Paris&Co は 2015 年にパリ市のイノ
ベーション戦略の国際化を目指し、パリ市主導で誕生したパリ
市の外郭団体で 50 以上のパートナーの大企業が参画してきま
した。そんな Paris&Coとフランスの石油メジャーの Totalとグ
ローバルでのオープンイノベーションを推進する日立製作所の
ディスカッションは深い学びがある時間でした。グローバルとの
連携と同時に行った国内の結びつき強化のプログラムが「事業
会社×スタートアップ 企業マッチング・事業創出を語る」。スター
トアップ企業との協業を公募する事業会社５社が登壇しスタート
アップと一緒に作りたいビジネスについてピッチをしました。

Aichi Paris&Co イノベーションプログラム - N° 1Aichi Paris&Co イノベーションプログラム - N° 1
オープンイノベーションセミナーオープンイノベーションセミナー

「Club Open Innovation を展開する Paris&Co の事例から」「Club Open Innovation を展開する Paris&Co の事例から」

繋がろう！みんなの国際交流会 繋がろう！みんなの国際交流会 

FUTURE CONFERENCE FUTURE CONFERENCE 
2020 の成功から東海圏のイノベーションを振り返る 
星野 雅哉
未来創造 futureconference2020 全体統括未来創造 futureconference2020 全体統括
合同会社DMM.com 会長室合同会社DMM.com 会長室

土井 雄介
株式会社Alphadrive / 株式会社NewsPicks / ONE JAPAN TOKAI 代表株式会社 Alphadrive / 株式会社NewsPicks / ONE JAPAN TOKAI 代表
一般社団法人ONE X 共同代表理事 / A-1 TOYOTA共同発起人一般社団法人ONE X 共同代表理事 / A-1 TOYOTA共同発起人

第五回でおこなったグローバル、ローカル双方のオープンイノ
ベーション事情というテーマを経て、12 月 25 日の NAGOYA 
CONNÉCT では、年度末ということもあり、「名古屋・東海の未
来」と銘打って、今後の名古屋を支える学生のピッチや名古屋
での新しい動きに焦点を当てて開催しました。まずは「Nagoya 
U-25ピッチ」と題して、今後の名古屋の未来を支える Z 世代
の代表格となるU-25 のイノベーターたちが考える起業・事業
プランをピッチ形式で発表いただきました。名古屋で新たに盛り
上がりを見せている新しいイノベーション拠点とのセッションとし
て行ったのが「FabCafe Nagoya が、久屋大通から行う共創と
は」。中部地域の企業に所属し、次世代の女性リーダーと期待
される中部WIN 第 3 期生の皆さんと共に、Withコロナ時代の
ニュースタイルの中で、これからの新しい働き方や女性リーダー
像について、今、感じていること、抱える課題や悩みなど、参
加者の皆さんとシェアし合いながら、語っていただいたのが、「次
世代女性リーダーの今、そして未来 ～まだ見えない新しい働き
方の中で～」でした。
名古屋におけるNAGOYA CONNÉCT のコミュニティの層の厚さ
を実感した 1 日でした。

Nagoya U-25 ピッチNagoya U-25 ピッチ
吉田 楓吉田 楓 名城大学 NAGOYA CONNÉCT Ambassador名城大学 NAGOYA CONNÉCT Ambassador

FabCafe Nagoya が、FabCafe Nagoya が、
        久屋大通から行う共創とは        久屋大通から行う共創とは

次世代女性リーダーの今、そして未来次世代女性リーダーの今、そして未来
 ～まだ見えない新しい働き方の中で～ ～まだ見えない新しい働き方の中で～
岡田 麻希岡田 麻希 株式会社ファミリーマート 西東海リージョン営業業務グループ株式会社ファミリーマート 西東海リージョン営業業務グループ
成田 理恵成田 理恵 株式会社中藤電機産業 経営管理本部社長付 人事部マネージャー株式会社中藤電機産業 経営管理本部社長付 人事部マネージャー

廣川 雅子廣川 雅子 万協製薬株式会社 総務部経理課万協製薬株式会社 総務部経理課

ビジネスパフォーマンスマネージャービジネスパフォーマンスマネージャーThomas WaldThomas Wald

杉本 柚乃 名城大学 外国語学部 3 年名城大学 外国語学部 3 年
秋田 拓巳 Operations Lead of Venture Café TokyoOperations Lead of Venture Café Tokyo

法政大学 GIS ４年法政大学 GIS ４年

水野 敬亮 
一般社団法人未来創造 代表理事一般社団法人未来創造 代表理事
アイシン・エィ・ダブリュ シェアリングソリューション部 アイシン・エィ・ダブリュ シェアリングソリューション部 
サービス創出チームリーダーサービス創出チームリーダー

村上 嘉一村上 嘉一 名古屋大学 ジークス株式会社名古屋大学 ジークス株式会社

矢橋 友宏矢橋 友宏 株式会社ロフトワーク 取締役 COO株式会社ロフトワーク 取締役 COO
株式会社 FabCafe Nagoya 代表取締役株式会社 FabCafe Nagoya 代表取締役

松葉 由紀子松葉 由紀子 Venture Café NAGOYA CONNÉCT Operation Managerモデレーター：モデレーター：

プロジェクトコーディネータープロジェクトコーディネーターIullia KovalenkoIullia Kovalenko

- 講師 -- 講師 -

Agorize Japan COOAgorize Japan COO吉田  錦弘吉田  錦弘
日立製作所日立製作所若林  秀明若林  秀明

- パネリスト -- パネリスト -

Total SE オープンイノベーションマネージャーTotal SE オープンイノベーションマネージャーJérôme TanJérôme Tan

- モデレーター -- モデレーター -

NAGOYA Movement  スペシャルセッションNAGOYA Movement  スペシャルセッション
事業会社×スタートアップ 事業会社×スタートアップ 
企業マッチング・事業創出を語る企業マッチング・事業創出を語る

U-40 と考える かけがえのない � わたし � を生きる U-40 と考える かけがえのない � わたし � を生きる 
～「日本女性会議 2020 あいち刈谷」を振り返りながら～～「日本女性会議 2020 あいち刈谷」を振り返りながら～ 
大倉 昌子大倉 昌子 NPO法人ママライフバランス 副理事NPO法人ママライフバランス 副理事

晝田 浩一郎晝田 浩一郎 官民連携事業研究所 チーフマネージャー官民連携事業研究所 チーフマネージャー

廣田 彩友美廣田 彩友美 株式会社デンソー 自動車ソリューション部株式会社デンソー 自動車ソリューション部

水野 翔太水野 翔太 名古屋わかもの会議創設者 /総合統括名古屋わかもの会議創設者 /総合統括

松葉由紀子松葉由紀子 Venture Café TokyoVenture Café Tokyo
NAGOYA CONNÉCT Operations ManagerNAGOYA CONNÉCT Operations Manager

- モデレーター -- モデレーター -

長谷川 歩楽長谷川 歩楽 名古屋工業大学 Libful(リバフル)名古屋工業大学 Libful(リバフル)
前川 啓一郎前川 啓一郎 豊橋技術科学大学 KOSEN Labo豊橋技術科学大学 KOSEN Labo
富田 尚幹富田 尚幹 滝高校 ビジネス部滝高校 ビジネス部

秋元 祥治秋元 祥治
岡崎ビジネスサポートセンター岡崎ビジネスサポートセンター
OKa-Biz センター長 NPO 法人 G-net 理事（創業者）OKa-Biz センター長 NPO 法人 G-net 理事（創業者）

コメンテーター：コメンテーター：

粟生 万琴粟生 万琴
Venture Café NAGOYA CONNÉCT Program AdvisorVenture Café NAGOYA CONNÉCT Program Advisor
モデレーター：モデレーター：

横関 美香横関 美香 光洋メタルテック株式会社 経営管理部人事グループ光洋メタルテック株式会社 経営管理部人事グループ
兼安全衛生環境管理推進グループ主担当兼安全衛生環境管理推進グループ主担当

青山 美代子青山 美代子 経済産業省 中部経済産業局 地域人財政策室長経済産業省 中部経済産業局 地域人財政策室長

2020 の成功から東海圏のイノベーションを振り返る 2020 の成功から東海圏のイノベーションを振り返る 



2021 年最初の NAGOYA CONNÉCT のテーマは Z 世代。10 代前
半でスマートフォンと親しみ、SNS ネイティブな彼らがいま、感じる
課題、見据える未来を語り合いました。学生や新社会人などがキャ
リアや仕事への取り組み方を考える上で「先輩社会人のロールモ
デルに触れたい！」という声をNAGOYA CONNÉCTコミュニティでよ
く聞くこともあり開催されてのが「社会人とキャリアについて語ろう
～ラウンドテーブルセッション Z 世代 私の未来の描き方～」。各所
で活躍している多様なキャリアを持つ 3 人のイノベーターをお呼び
しました。Z 世代が興味深く見ているキーワードが SDGs です。そ
れに対応するように開催されたのが、「SDGs セッション」です。
SDGs について東海地区で活動している、起業家、社会人、学生
にお集まり頂き、各自の取り組みや考え 2021 年これからの社会・
未来についての考えについてお話していただきました。
過去最大の集客数となったのが株式会社サンルイ・インターナッショ
ナルの森田 敦子氏にお話いただいた「起業という選択がつくる未
来」。
日本における植物療法の第一人者である森田 敦子氏をお迎えし、
起業のきっかけから今までの事業展開など、実際の失敗談なども含
めてリアルなストーリーを語っていただきました。

日米における日米における
イノベーション運用の差分についてイノベーション運用の差分について
櫻田 勝巳 Wellspring Japan 合同会社 Wellspring Japan 合同会社 

シニアセールスエグゼクティブシニアセールスエグゼクティブ

起業という選択がつくる未来起業という選択がつくる未来
森田 敦子森田 敦子 株式会社サンルイ・インターナッショナル 代表株式会社サンルイ・インターナッショナル 代表

株式会社Waphyto 代表株式会社Waphyto 代表

2 月 26 日の NAGOYA CONNÉCT は改めて起業というキーワードを
取り上げました。テーマは「いま」から始める起業。起業の方法に
フォーカスして開催します。過去開催した NAGOYA CONNÉCT の参
加者から数多く寄せていただいていた質問が「起業」についてでし
た。現在、個人事業主だが、事業継続を考えると、どのように法
人になるべきなのか？持っているアイデアを事業にするためには、ど
ういったプロセスを踏めばいいのか？といった起業時の悩みに対して
後藤・鈴木法律事務所の久保田理貴さんにお話しいただきました。
名古屋の女性起業家、起業準備中の女性達によるピッチをお届け
したのもこの会。連続セッションの毎回女性に焦点を当てて開催し
てきました上でのピッチ企画。非常に盛り上がりを見せました。特
にコロナ禍でビジネスの形も大きく変化しているなかでピンチをチャ
ンスに変える女性ならではの視点やこれからの新しいビジネスを創
出するイノベーターとして期待される女性達の熱い想いが発表され
た時間でした。
前回好評だった学生向けのラウンドテーブルセッション。今回は大
手企業所属の 3 名に来ていただき学生にキャリアの話をしていただ
きました。

社会人とキャリアについて語ろう社会人とキャリアについて語ろう
～ラウンドテーブルセッション Z 世代～ラウンドテーブルセッション Z 世代
                             私の未来の描き方～第２弾                              私の未来の描き方～第２弾 
小澤 悠 総合商社 経営企画部総合商社 経営企画部

教育団体ANOTHER TEACHER代表

弁護士に学ぶ 1 から学ぶ起業の基礎弁護士に学ぶ 1 から学ぶ起業の基礎

松葉 由紀子松葉 由紀子モデレーター：モデレーター：

久保田 理貴久保田 理貴
後藤・鈴木法律事務所 ツキイチナゴヤ Vol.1ツキイチナゴヤ Vol.1

～名古屋の学生呼んでみた～ ～名古屋の学生呼んでみた～ 
ダルモ マイケルダルモ マイケル 名古屋市立大学の学生名古屋市立大学の学生

瀬戶 昌宣瀬戶 昌宣
NPO法人 SOMA 代表理事NPO法人 SOMA 代表理事
谷口 利典谷口 利典
ブラザー工業株式会社 CSR＆コミュニケーション部ブラザー工業株式会社 CSR＆コミュニケーション部 Venture Café NAGOYA CONNÉCT Operations ManagerVenture Café NAGOYA CONNÉCT Operations Manager
毛受 芳高毛受 芳高
一般社団法人アスバシ 代表理事一般社団法人アスバシ 代表理事
ＮＰＯ法人アスクネット創業者・顧問ＮＰＯ法人アスクネット創業者・顧問
一般社団法人東海若手起業塾実行委員会 代表一般社団法人東海若手起業塾実行委員会 代表

 SDGs セッション SDGs セッション
中島 康滋中島 康滋 サスティナブル・ストーリー株式会社サスティナブル・ストーリー株式会社
米田 凌梧米田 凌梧 東海高校東海高校
工藤 由貴工藤 由貴 トヨタ自動車未来創生センタートヨタ自動車未来創生センター

上野 由佳 上野 由佳 株式会社ビズリーチ株式会社ビズリーチ

星野 雅哉 星野 雅哉 合同会社DMM.com 会長室合同会社DMM.com 会長室

中谷 唯人中谷 唯人 名古屋市立大学の学生名古屋市立大学の学生
三輪 久美子三輪 久美子 名城大学の学生名城大学の学生

女性起業家ピッチ ～ 2 月 3 月連続企画～女性起業家ピッチ ～ 2 月 3 月連続企画～

加藤 美奈子 加藤 美奈子 春日井環境アレルギー対策センター 代表春日井環境アレルギー対策センター 代表
鈴木 美苗鈴木 美苗 合同会社学生ギルド 代表社員合同会社学生ギルド 代表社員
堂原 有美堂原 有美 「教室から世界一周！」プロジェクト 代表「教室から世界一周！」プロジェクト 代表
早川 友子早川 友子 合同会社DEARFRIENDS 代表合同会社DEARFRIENDS 代表

伊作 猛伊作 猛 武蔵精密工業株式会社 Chief Innovation Offi cer武蔵精密工業株式会社 Chief Innovation Offi cer
CVC Director, CLUE 代表CVC Director, CLUE 代表

鈴木 美貴子鈴木 美貴子 MS Inc. 株式会社 共同創業者 (SDGs 認定企業 )MS Inc. 株式会社 共同創業者 (SDGs 認定企業 )

- コメンテーター -- コメンテーター -

松葉 由紀子松葉 由紀子 Venture Café NAGOYA CONNÉCT Operations ManagerVenture Café NAGOYA CONNÉCT Operations Manager
- モデレーター -- モデレーター -

- 登壇者 -- 登壇者 -
社会人とキャリアについて語ろう社会人とキャリアについて語ろう
～ラウンドテーブルセッション Z 世代 私の未来の描き方～ ～ラウンドテーブルセッション Z 世代 私の未来の描き方～ 



2020 年 7 月31日から始まった
NAGOYA CONNÉCTは、名古屋
にとどまらず全国各地、また、海
外 5ヶ国を含む114 機関 133 名
のスピーカーが参加しました。コ
ワーキングスペースやスタートアッ
プ支援施設、研究機関、様々な
場所で開催し、コラボレーションを
起こしました。

1 年 間 の 集 大 成 と な った の が 3 月 19 日 開 催 の NAGOYA 
CONNÉCT #9。この会は他地域と名古屋をつなげることを意識し、
Venture Café がプログラムを行っている東京とつくばとをつなげ
る Japan Connect セッションを開催しました。ひとつ目のセッ
ションが「全員参加型万博　TEAM EXPO 2025 の展望」。名古屋、
つくば、東京を巻き込み EXPO について考える時間となりました。
「J-Startup Central が起こすスタートアップムーブメントとは」は
2021年度に発表された J-Startup Central についてのセッション
で当地域が誇る 4 社が自社の技術と展望についてお話しいただき
ました。
VCT3 都 市の 連 携が見えたのが「THE FUTURE OF VENTURE 
CAFÉ」。3 都市の関係者集い日本国内で様々なイノベーターコミュ
ニティを作ってきたベンチャーカフェが各都市にコミュニティを作
る理由、地域同士がつながる理由を各都市を語りました。

全員参加型万博 TEAM EXPO 2025 の展望全員参加型万博 TEAM EXPO 2025 の展望
羽端 大羽端 大
公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会 企画局 参事公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会 企画局 参事
今村 治世今村 治世
公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会 広報戦略局 係長公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会 広報戦略局 係長
吉田 楓吉田 楓
名城大学都市情報学部 / NAGOYA CONNÉCT Ambassador名城大学都市情報学部 / NAGOYA CONNÉCT Ambassador
小村 隆祐小村 隆祐
Venture Café Tokyo Program DirectorVenture Café Tokyo Program Director

J-Startup Central がJ-Startup Central が
起こすスタートアップムーブメントとは起こすスタートアップムーブメントとは
安田 晴彦安田 晴彦 株式会社シルバコンパス 代表取締役株式会社シルバコンパス 代表取締役
畠岡 潤一畠岡 潤一 SyncMOF株式会社株式会社 代表取締役SyncMOF株式会社株式会社 代表取締役
瀧本 陽介瀧本 陽介 名株式会社ヘルスケアシステムズ 代表取締役名株式会社ヘルスケアシステムズ 代表取締役
下村 明司下村 明司 株式会社 Magic Shields 代表取締役株式会社 Magic Shields 代表取締役

アンバサダー新歓アンバサダー新歓
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　NAGOYA CONNÉCT は COVID-19 というこれまで世界が経験したことのない環境下

でスタートしました。世界的なパンデミックにより、当たり前に行ってきたコミュニ

ケーションが失われ、大きなプレッシャーのなかで未知の生活を始めなくてはならな

くなった時、人と人が同じ場所 / 時間を共有すること、対面し会話を交わすこと、そ

して、思いがけない出会いから生まれる未来の価値や喜びを改めて感じる機会となり

ました。

　私たちはこの環境でもできることを探し、COVID-19 後の世界へと繋がる道をつく

ろうと、オンラインのセミナーだけでなく、ネットワーキングスペースの場づくりを

始めました。それにより、リアルでは出会うことが難しい国内各地や海外の人々がリ

モートで参加し、互いの興味や置かれた環境などをモニター越しの表情や背景、対話

から得られるようになりました。さらに嬉しいことには、このネットワーキングスペー

スを試行錯誤しながら、いろいろなコンテンツを考え、つくってくれたのは学生アン

バサダーを中心とするメンバーでした。

　これから NAGOYA CONNÉCT はリアルの世界へとまた新しい挑戦を始めますが、こ

の環境下でのオンラインだからこそ共感、共有できた繋がりをこれからも育てていき

ます。毎月第四金曜日に開催される NAGOYA CONNÉCT、リアル / オンラインとも、

これから一緒につくっていけることを楽しみにしています。皆さんのお越しをお待ち

しています。
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オンラインネットワーキングへの挑戦
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※ VC=【ベンチャーキャピタル】
　 →ベンチャー企業に出資する投資会社

※アントレプレナー
　→起業家、自ら事業を興する者

※事業会社
　→製品やサービスをつくって売っている会社



はじめてNAGOYA CONNÉCT
に参加した時、衝撃の出会い
がありました。なんと、前日
にテレビで見た発明家さんと
繋がることができたのです。
さまざまなバックグラウンド
やキャリア観にとても刺激を
もらったことを覚えています。
想像もつかないような方と出
会える、稀有な場だと思いま
す。
そして、私は東海のチャレン
ジしている学生枠で、セッショ
ンに登壇させて頂きました。
普段出会わない大人からのご
意見を頂き、とても貴重な機
会でした。クラウドファンディ
ングに挑戦していたため、多
くの方々に知っていただくこ
ともできました。
今後も、ワクワクするような
出会いを楽しみにしています。

KumikoKumiko
コロナ流行で外出の機会が圧
倒的に減った 2020 年。そん
な最中のある日、時間を有意
義に使うべく私は Peatix で無
料のオンラインイベントを探
していた。そこで NAGOYA 
CONNÉCT を見つけました。
これは参加しないわけにはい
かない。ということですぐに
参加申し込みをしました！
イベント当日。それまでに聞
いたことのなかった研究の話
を聞けたり、自由に大人と議
論できたりする空間がそこに
はあり、非常に面白かったの
でアンバサダーの人たちとも
ワイワイ喋っていたら、いつ
の間にか僕はアンバサダーに
なっていました。これからの
NAGOYA CONNÉCT が 楽 し
みです！

YuyaYuya
NAGOYA CONNÉCTを一言で
表すと人種のサラダボウルで
す。NAGOYA CONNÉCT の最
大の特徴は多種多様な価値観
を持った、起業家・研究者・
学生・何かアクションを起こ
したい人などと、気軽かつフ
ラットな関係でネットワーキ
ングができます。まさにイノ
ベーションを生むための最高
のコミュニティだと思ってい
ます。また私自身、学生アン
バサダーとしての活動を通し
て様々なバックグラウンドを
持った人と繋がれて、いつも
たくさんの刺激を受けていま
す。そして今までのネットワー
キングで繋がれた幅広い人脈
はかけがえのない財産だと
思っています。
NAGOYA CONNÉCT で 皆 さ
んとお会いできるのを楽しみ
にしております！

KiichiKiichi
NAGOYA CONNÉCTに参加し
たことで人生が変えられると
言うと、大げさに聞こえるか
もしれませんが、正直にそう
経験しました！多様な世代、
業界、バックグラウンドと夢
を持つ方が交わって話を通し
て新しい観点、アイデア、パー
トナーを見つけるきっかけと
なりました。ベンチャー精神
で行動をするインスピレー
ションと仲間を得られます。
社会とビジネス変革が起こし
つつありながら、イノベーショ
ンを養って推進する入りやす
い環境を作ることが必須だと
気づきました。エコシステム
のつながりを深めたり広げた
りし続けて、名古屋・中部の
未来が明るいと見えます！私
は名古屋と世界中のイノベー
ターや支援している仲間と出
会って感謝します。これから
も一緒に盛り上がっていきた
いと思います！

MonicaMonica
NAGOYA CONNÉCTに初めて
参加した際に感じた高揚感
は今でも鮮明に覚えていま
す！数多くのイノベーターの
方々、運営スタッフ、名古屋
市が一体となって作り上げる
イベントは、毎回刺激的でワ
クワクの連続でした。社会人
として社内のコミュニティだ
けで過ごしていれば知ること
のなかった未知の世界に出会
えたことは、私にとって非常
に貴重でかけがえのない経験
で す！ 「NAGOYAとつ な が
る。NAGOYAで はじめる。」 
この先もっと沢山の素敵な出
会いを楽しみにしています！ 
NAGOYA CONNÉCT、大好き
です！！

RyotaRyota
『ここで得た人とのつながりは
私の宝物！』
私たちのイベントは、ただた
くさんの人に来場してもらう
ことが目的ではありません。
所属や立場、年齢に関係なく
誰もがフラットな立場で語り
合い、楽しくつながることが
できる場を提供することを
ミッションとしています。
当時大学生であった私も、普
通に学生生活を送っていては
会うことができなかったであ
ろう大人の方々とのつながり
を持ちました。
そして、このコミュニティで
の偶然的な出会いによって今
後の進路を見つけることがで
きました！
学生のうちに、多くの人と出
会い、見える世界をひろげて
みることはすすめです
皆さんの参加をお待ちしてい
ます！

KeishiKeishi

We are NAGOYA CONNÉCT!

初めてVenture Café Tokyo に
参加したのは、大学１年生のと
きでした。「学校の勉強と、も
う１コくらい面白いことやりたい
な～」というざっくりした考えを
持った自分には、ピッタリの場
所でした！イベント中で出会った
人に、マーケティングについて
教わったり、キャリア形成につ
いて相談したり。いま振り返る
と、大学卒業までかなりお世話
になっちゃいましたw もちろん、
いろんな人が属するコミュニティ
なので、話の合う人もいれば、
ちょっと噛み合わない人もいた
りしますが、それもそれで勉強
かな～と思ってます。
2020年にVenture Café Tokyo
は、名古屋にもつくばにも進出
して、なんだかスゴい規模に
なっていますが、このコミュニ
ティはまだまだ進化の途中なの
で、これからもみなさんの力を
ぜひ分けてくださいね！

TakumiTakumi
Venture Café Tokyo NAGOYA 
CONNÉCT は、名古屋市から
人と人との繋がりを加速させ
る、Openで Inclusive な コ ミ
ニュティです。毎月のイベン
トでは、出身地や性別、所属
等にとらわれず、さまざまな
バックグラウンドを持つ方々
に出会うことができます。私
はこの 10ヶ月、アンバサダー
として活動してきました。会
場設営や運営補助、セッショ
ンの視聴を通して、スタート
アップやイノベーション・エ
コシステムに関する学びを深
めることができました。また
新しい出会いは、自分のモチ
ベーションにもつながり、毎
回のイベントがとても楽しみ
です。
今後、より多くの方々に参加
していただき、お互いが学び、
成長できるそんなコミュニ
ティを、名古屋から作ってい
きたいです！

RikoRiko
私はNAGOYA CONNÉCTとの
出会いがきっかけで、活動の
幅が相当広がりました。
それは、オンラインから始まっ
た NAGOYA CONNÉCT だ か
らこそ、名古屋だけでなく全
国、世界のチャレンジャーた
ちと繋がれたからです。自分
のやりたいこと、学びたいこ
とに忠実に生きる方たちと出
会い、自分自身の世界観が徐々
に広がる感覚を味わうことが
できました。普段絶対に会え
ないような方たちと嘘じゃな
いかと思うくらい簡単に繋が
れる面白い場所です。そして、
生き方の選択肢がたくさんあ
ることを知れる場所なので、
悩める学生さんにも是非来て
いただきたいです。NAGOYA 
CONNÉCT はみんなでつくる
コミュニティなので、これか
らもより多くの方と一緒にこ
の場を盛り上げていきたいで
す。

KaedeKaede
NAGOYA CONNÉCT はたく
さんの偶然に出会える場所
です。私はこの 10 か月間
アンバサダーとして活動し
てきましたが、様々なバッ
クグラウンドを持つ人と出
会い、広い視野を持つこと
ができるようになりました。
普通に生活していたら出会
えなかったはずの人と簡単
に出会える、それがこのコ
ミュニティの 1番の特徴だ
と感じています。
毎月のイベントでは参加者
と運営の区別がなく、誰も
が参加者として楽しんでい
ます。気軽に話した「やっ
てみたい」でも後押しし
てくれます。これからも
みんなでつくる NAGOYA 
CONÉCT、もっと盛り上げて
いきたいです！

YuriYuri




