ANNUAL
IMPACT
REPORT
2021

#10-21
2021 Aplil to 2022 March

NAGOYA CONNÉCT について

Connecting innovators to make things happen
NAGOYA で繋がる。NAGOYA と繋がる。
NAGOYA CONNÉCT（ナゴヤコネクト）とは、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Oﬃce 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、
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。
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共に世界を変えましょう。

VentureCaféについて

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が愛知県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。

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、愛知県・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。2020年度は10回のイベントを実施し、
1,417名の参加者数・37回のセッション数・133名のスピーカー数
を記録。立ち上げ初期ながら、インパクトあるトラフィックレコー
ドを実現しました。そして2021年度は、プログラム内容のブラッ
シュアップを重ね続け、さらに"Connecting innovators to make
things happen"を実現する1年となりました。
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Program Director's Voice

NAGOYA CONNÉCTにとって2年目となる2021年は、
コミュニティがさらに大きく広がる飛 躍の年になりま
した。実際、2020年7月より毎月の頻度で開始して以
来、スタートアップや成 熟 企 業、学 生から研 究 者、
アーティストに至るまで各回平均150名+、累計3,000
名を超える方にご参加をいただくことができました。
世 の 中 の 移 り 変 わりに 目 を 転 じると、NAGOYA
CONNÉCTが開 始された2020年と比べると、スタート
アップやイノベーションが一つの人 生の選 択 肢として
ますます身 近になり、そして当たり前に話されること
が多くなりました。
“Connecting innovators to make things happen”
我々は世の中を大きく、あるいは少しづつ変えていく
アイデアやイニシアティブはちょっとした 出 会 いの 中
から生まれてくるものと信じています。

小村 隆祐
Ryusuke KOMURA
Venture Café Tokyo Program Director
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これからも 我 々は「 何 かヒントを 探 している」「これ
から何かしようとしている」「さらに活 動を加 速させ
たい」など様々な思いを持つあらゆる方々が参 加でき
るイノベーションに 繋 がる”ちょっとした 出 会 いの 場 ”
を通じて、社会に貢献していきます。
“This community is truly yours”
これまでこの名 古 屋のコミュニティを共に創ってきた
皆さんとこれから共に創っていく全ての皆さんに感 謝
を 込 めて。これからも 多 くの 皆 さんとのコミュニティ
の”共創”を楽しみにしています！

Program Manager's Voice

粟生 万琴
2020年スタートアップ元 年の記 念すべき年にVenture
Caféが名古屋に上陸して2年目の年となりました。2年
目を振り返ると、初年度に比べ多くのZ世代、東海地区
の現役大学生がアンバサダーとして参加してくれるよう

Makoto AOU
Venture Café Tokyo General Program Manager

になりました。

アントレプレナーシップ教育の元祖であるBabson大学の
山川恭弘準教授の力強いサポートの甲斐もあり、個別大
学での授業を通じての参加者も増え、アントレプレナー
シップマインドの醸成が浸透しつつあります。Casualな
カルチャーのVenture CaféとNAGOYA CONNÉCTは、
名古屋市主催により産官学連携のエコシステムのコミュ
ニティとして形成されたことをご報告します。

2022年度も更に加速し未来を担う若者はもちろん、多
種多様な人材が集まりイノベーション早出のきっかけの
スタートラインは、NAGOYA CONNÉCTのHappenから
始まる波を引き続き発信していきます！
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NAGOYA CONNECT #10

#10
記念すべき初回テーマはスタートアップ。2020年、
名古屋市・愛知県、及び浜松地域がスタートアップ・
エコシステム グローバル拠点都市に選出され、スター
トアップ企業も多数生まれました。まさにスタート
アップ元年と呼ばれた勢いを、今年度はどのような展
望に沿って市場を盛り上げていくのか。各都市のス
タートアップ支援者をお招きし、Central Japanのこ
れまでとこれからについて、お話し頂きました。

東海地区とNAGOYA CONNÉCTのこれから
鷲見 敏雄 名古屋市 経済局 スタートアップ支援室長
瀧下 且元 浜松市役所 産業部副参事
Central Japan J-Startups with Supporters
高橋 亮祐 株式会社Acompany 代表取締役社長 CEO
桑原 英人 AGREEBIT株式会社 代表取締役/CEO｜ARCHES株式会社 代表取締役社長
丹羽 優喜 グランドグリーン株式会社 代表取締役
池田 貴裕 パイフォトニクス株式会社 代表取締役 CEO
-サポーター-

with Incubate Camp
神谷 遼多 インキュベイトファンド アソシエイト

藤田 豪 株式会社MTG Ventures 代表取締役

Women’s Leadership Session Vol.1

岩木 勇一郎 株式会社スピード 代表取締役

奥田 浩美 株式会社ウィズグループ 代表取締役

牧野 隆広 株式会社ミライプロジェクト代表取締役
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投資家から見る、創業期の資金調達・ピッチブック作成のコツ

河崎 朱姫 株式会社たからのやま 取締役

NAGOYA CONNECT #11

#11
テーマは「Central Communitiesーもっと面白くなる
東海地区ー」。ニューノーマル時代に向け、東海地区
で生まれた新しいコミュニティが紹介されました。東
海地区に誕生したイノベーションやスタートアップの
支援施設などからコミュニティマネージャーら代表者
が参加し、活動内容を紹介。UX視点のものづくりを
テーマにしたトークや、リーダーとして活躍してきた
女性たちの体験談も聴くことができました。

東海地区のこれからを面白くするNew Communities
山本 有里 プレ・ステーションAi
森 一浩 OICX
斎藤 健太郎 FabCafe Nagoya
藤田 恭兵 株式会社On-Co
山下 哲央 Nagoya Innovator’s Garage
北尾 麻美子 なごのキャンパス
鈴木 隆文 MUSASHi Innovation Lab CLUE
渡邉 迅人 FUSE
宮原 知沙 名城大学社会連携センター

UX視点のものづくり×Startup
川尻 大介 株式会社天煌堂 代表取締役
藤野 貴教 株式会社働きごこち研究所 代表取締役
Women’s Leadership Session Vol.2
岩田 則子 （元）経済産業省 中部経済産業局 資源エネルギー環境部長
西原 良子 株式会社アトリエはるか 代表取締役社長
野尻 実香 氏 株式会社クレディセゾン 東日本営業部 横浜支社 支社長
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NAGOYA CONNECT #12

#12
日本を活動拠点に置く海外出身の注目の若手起業家が
登壇し、日頃の活動内容や海外企業とのコラボーレー
ションに向けた具体的なアドバイス、今活用すべき先
端サービスなどを紹介。他にも、日本出身で海外と接
点を持つユニークな経歴の起業家やクリエイターによ
る体験談、東海圏の若い研究者による研究発表、地方
で活躍する女性リーダーたちのプレゼンテーションな
ど、これまでにない気づきや学びがある内容でした。

Inspiration / Innovation Nagoya with Nick Luscombe
Fariza Abidova Trusted 株式会社共同設立者&CEO｜SOPHYS 株式会社創業者
Igor Voroshilov LikePay, Inc. Founder & CEO
Nick Luscombe MSCTY_SPACE Founder｜ BBC Broadcaster & DJ｜CIC LIVE NAVIGATOR
世界に飛び込むためのMAD services
Igor Voroshilov LikePay, Inc. Founder & CEO
永井 有紗

マスドクナゴヤ
堀 涼 名古屋大学大学院情報学研究科
石川晃平 名古屋大学宇治原研所属の博士研究員

椎名 陽介 株式会社FAST ENGLISH 代表取締役
Women’s Leadership Session Vol.3
ツキイチナゴヤVol.5
金谷 智 株式会社LXDESIGN 代表

光畑 由佳 モーハウス 代表
矢上 清乃 学び舎mom株式会社 代表取締役
浜出 理加 ワンエムイノベーション 代表理事
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NAGOYA CONNECT #13

#13
この日のテーマは、「イノベーター」。昨年度、ス
タートアップエコシステム“グローバル拠点都市”とし
て選出された愛知県、名古屋市と静岡県浜松市では、
多くのスタートアップ・イノベーターを輩出しまし
た。今回は多くのイノベーターらにお集まり頂き、ま
た、NAGOYA CONNÉCT1周年を祝して、新しい挑戦
をするきっかけとなるお話をされました。

チャンスのつかみかた - 民事再生からの人生再生
山田 眞次郎 起業家。工学博士。大学教授(MBA)
山田 智恵 「ミーニング・ノート」開発者

ツキイチナゴヤVol.6
〜名古屋の学生団体呼んでみた〜
Humans of Nanzan / Humans of Meidai
先輩起業家から学ぶEntrepreneurship
澤 円 株式会社圓窓 代表取締役
下村 明司
時田 由美子

株式会社 Magic Shields 代表取締役
株式会社CURUCURU 代表取締役CEO

自分の未来は、自分で決める ～高校生のためのアントレプレナーシップ～
西田 宏平

株式会社TOWING 代表取締役
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NAGOYA CONNECT #14

#14
MUFGビジネスサポート・プログラムよる表彰企業の
ピッチをはじめ、環境エネルギーイノベーションコ
ミュニティを立ち上げる企業、未来に向けた新しい生
き方・働き方を推進する女性イノベーター、修士課程
または、博士後期課程に在籍する若い研究者など多様
なスピーカーが登壇。新たな研究・技術・事業に挑戦
し様々な分野で多様性のある軸を持つイノベーターた
ちが登壇した講演やセッションが行われました。

Rising Up Pitch presented by MUFG

Women’s Leadership Session Vol.4

堀口 圭 株式会社日本法務システム研究所

荒川 偉洋 アラカワマウンテンズ代表

谷口 達典 株式会社リモハブ

安藤 由美子 SATOYAMA Farm School 山里楽耕 共同代表

嶂南 達貴 scheme verge株式会社
足立 安比古 PaylessGate株式会社
マスドクナゴヤ

下村 明司 株式会社 Magic Shields

加藤大志 名城大学大学院農学研究科修士

大村 昌良 ロボセンサー技研株式会社

夏目祥揮 名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻
環境エネルギーイノベーションコミュニティ立ち上げイベント in NAGOYA柴山政明 愛知県経済産業局スタートアップ推進課
山本 有里 プレ・ステーションAi 統括マネージャー | 株式会社WELLS U 代表取締役
有元 啓

株式会社INPEX 事業企画グループ マネージャー

伊藤 剛 U3イノベーションズ合同会社 創業者&共同代表
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NAGOYA CONNECT #15

#15
前回のイベントで立ち上げ記念セッションを行った
「環境イノベーションコミュニティ」がついに始動
し、第一弾として“住宅の脱炭素化”に取り組むスター
トアップ4社が登壇。取り組んでいるプロダクトの紹
介やそれに対する困り事などを共有する機会が設けら
れました。トレンドの環境問題ですが、名古屋にも志
がある起業家が多く存在することを知る絶好の機会と
なりました。

環境エネルギースタートアップピッチ

Green Innovation -持続可能な社会を考える-

-住宅の脱炭素化に関わるプレイヤー集結-

坂野 晶 一般社団法人ゼロ・ウェイスト・ジャパン代表理事
藤田 恭兵 株式会社On-Co代表取締役
三輪 久美子 環境団体CleanGreen ｜名城大学法学部
奈義良 遥子 環境団体CleanGreen ｜名城大学人間学部

畠岡 潤一 SyncMOF株式会社 代表取締役社長
山川 紋 スタジオアンビルト株式会社 取締役
畠山 友史 株式会社ミライ菜園 代表取締役

GLOBIS Pitch

コメンテーター
清水 和彦 フォースタートアップス株式会社 取締役
篠原 豊 プレ・ステーションＡｉ 統括マネージャー
伊藤 剛 U3イノベーションズ合同会社 創業者&共同代表

大崎 司 Globis Manager
世古 雄紀 ベンチャー企業役員
大池 牧子 DXベンチャー営業
村瀬 玲子 AnyScene株式会社取締役
鳥羽 伸嘉 ピノベーション株式会社代表
西澤 祐輔 大手自動車メーカー

Women’s Leadership Session Vol.5
菅沼 美久 株式会社トライエッティング 取締役副社長兼COO
福岡 理恵 株式会社ヴィス プロジェクトマネージャー
10

NAGOYA CONNECT #16

#16
パリ市経済開発公社「Paris&Co」によるオープンイノ
ベーションの実例や、スタートアップ企業と大企業の
協業がもたらすスマートシティの可能性についての
ワークショップ。更には、ダイバーシティ経営を行う
カルビー武田雅子氏による「自分らしい働き方・生き
方について」のセッションが行われました。まさにこ
れからの時代の名古屋市と多様性を象徴するような、
注目すべきコンテンツが盛り込まれました。

Aichi Paris&Co イノベーションワークショップ
スマートシティをつくる〜大企業とスタートアップの協業例〜
Helene Colinet Paris&Coイノベーションプロジェクトマネージャー
Mourad El Bidaoui Magma Technology CEO & Cofounder
Antoine Sellier GRDF社Development Direction 国内マネージャー

Women's Leadership Session Vol.6
未来に向けた「自分らしい生き方・働き方」を考える
武田 雅子
上田 那奈
小栗 直子
吉留 亜弥
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カルビー株式会社 常務執行役員 CHRO 人事総務本部長
株式会社東海理化 試作開発部 製品組立室 EL技術グループ グループ長
株式会社デンソー インダストリアルソリューション事業部
ひまわりネットワーク株式会社CR（カスタマーリレーションシップ）

NAGOYA CONNECT #17

#17
名古屋市とMoU（Memorandum of Understanding）
を締結した、公共投資銀行BpiFranceからゲストをお
招きし、スタートアップや中小企業に対する支援や取
り組みの紹介をしていただきました。後半のプログラ
ムでは、2012年に文科省認可を受けて設立された専
門職大学院「事業構想大学院大学」から教授と現役
生、修了生を招いたトークセッション、事業構想ピッ
チが行われました。
Aichi Paris&Co イノベーションワークショップ
スマートシティをつくる〜大企業とスタートアップの協業例〜
Isabelle LEBO Bpifrance ternational Partnerships Manager
Nolwenn SIMONOT Bpifrance IDevelopment Manager
山本 有里 PRE-STATION Ai統括マネージャー
François-Xavier de Thieulloy Bpifrance Industry 4.0 Expert Reference

社会人大学で学ぶということ
事業構想大学院大学
「事業構想は、クリエイティビティ＋ＭＢＡ」
下平 拓哉 事業構想大学院大学（名古屋校） 教授
西郷 鎮廣 日本マーケティング学会会員
鷲見 敏雄 名古屋市 経済局

清水 政行 OnClouds株式会社 代表取締役
実川 大海 トランスミット株式会社 代表取締役
濱谷 政士 事業構想大学院大学 修了生
美谷 広海 FutuRocket株式会社 CEO&Founder
山田 一貴 事業構想大学院大学 現役生
田中 貴紘 株式会社ポットスチル 取締役
嶋川 祥子 事業構想大学院大学 現役生
和歌 汰樹 株式会社New Ordinary 取締役副社長COO
岡田 鉄平 事業構想大学院大学 現役生
Pierre NACCACHE Asystom Founding President
François DÉCHELETTE Fabriq CEO-COO
Octave LAPEYRONIE Fabriq President-CEO
ツキイチナゴヤ VOl.7 ～最先端のやばいSDGsの話～
Mathieu CURA Optimistik CEO
東 庸行 中部エネテックコンサルティング(株)代表取締役｜不動産オーナー経営学院
Americ DE PONTBRIAND Scortex CEO
小野 哲矢 株式会社ココ住ム 代表取締役
François COULLOUDON Teeptrak CEO

12

NAGOYA CONNECT #18

#18
前半は2025年に開催が予定されている大阪・関西万
博（2025年日本国際博覧会）に携わるキーパーソン
と、2005年に開催された愛・地球博（2005年日本国
際博覧会）のプロデュースに携わったメンバーらが登
壇し、各万博の構想・取り組みについてのお話や、万
博のあり方についてお話しされました。後半では参加
者からのピッチが開催された他、豪華ゲストをお招き
したクリスマスライブも開催されました。
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愛知から大阪へ。紡ぐ新しい万博のカタチに向けて

Happy Noël Live

稲垣 真琴 QUALLIA株式会社 CEO
齋藤 精一 パノラマティクス 主宰
羽端 大 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 参事
今村 治世 株式会社三菱総合研究所 万博推進室 主任研究員

飯沼 尚子 ピアニスト
澤 知美 フルート
加藤 あゆ子 ソプラノ

NAGOYA CONNECT #19

#19
The future of sports businessと題し、スポーツビジ
ネスの未来について一緒にとことん考える4時間とな
りました。スポーツビジネス世界の経済規模は2025
年に60兆円に上るといわれ、日本国内でも2025年に
15兆円の市場を目指す野心的な目標が掲げられる中
で、スポーツを通じた地域活性化、観光地の醸成、ま
ちづくりについて発熱したセッションと議論が繰り広
げられました。

Athletes' future career ~アスリートのキャリア形成~
岩田稔 元阪神タイガース 選手｜株式会社Family Design M 代表取締役
大石純平 ファミリーオフィス・ジャパン株式会社 代表取締役
廣瀬佳司 京都産業大学ラグビー部監督 | トヨタ自動車所属
神田義輝

水戸ホーリーホック取締役|criacao（クリアソン）所属

名古屋から動き出す ポスト2020のスポーツビジネスの可能性
白石幸平 SPORTS TECH TOKYO | 株式会社電通 事業共創局 ビジネス・クリエーター
倉内佳郎 中日新聞 広告局ビジネス開発部 部次長（中小企業診断士）
上村哲也 NTTドコモ スポーツ＆ライブビジネス推進室 べニュービジネス担当課長
小倉 大地雄 一般社団法人日本スポーツアナリスト協会 理事 | HiVE 発起人
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NAGOYA CONNECT #20

#20
第20回目となる今回は前半では
「ART×INNOVATION」と題し、アートから生み出す
イノベーションについて、後半では「Women’s
Leadership Session」として自分らしい生き方を考え
ることでさまざまな視点を学ぶ4時間となりました。
そもそもの「デザイン」と「アート」の違いについ
て」や「アートを用いた思考法」、さらには「アート
を事業へ還元し、社会へ実装すること」について議論
を深めました。

Artから生み出すInnovation
春田 登紀雄 愛知県立芸術大学 准教授
水津 功 愛知県立芸術大学 教授
北井 菜月 愛知県立芸術大学
手塚 彩音 愛知県立芸術大学
髙橋 芳颯 愛知県立芸術大学
塚原 真理子 愛知県立芸術大学
岡村 未来 映像ディレクター｜unit X 代表｜筑波大学
跡部 悠未 産業技術総合研究所 スタートアップコーディネーター

Women’s Leadership Session Vol.7

未来に向けた「自分らしい生き方・働き方」を考える
犬飼 奈津子 株式会社ジェイアール東海髙島屋 販売促進部 統括グループ 広報
幅 英里子 株式会社角川アスキー総合研究所 ビジネスコンサルティング部 エリアマーケティング課 ビジネスマネージャー
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NAGOYA CONNECT #21

#21
第21回目・かつ年度末最終回となる今回は「Sports &
Career × Entrepreneurship」と題し、スポーツの
キャリアとアントレプレナーシップや高卒就職が生み
出す若者イノベーションについて考える4時間となり
ました。前半ではアスリートとして活躍実績を持つス
ピーカーらや、スポーツへの熱い想いを持つゲストが
登場。後半ではベンチャーと高卒就職をテーマにした
ディスカッションが繰り広げられました。

アスリートのチャレンジ精神と起業家精神
寺尾 悟 トヨタ自動車株式会社 スポーツ強化・地域貢献部
矢野 良子 日本女子バスケットボール選手

ベンチャー×高卒就職が生み出す若者イノベーションの世界
古屋 星斗 一般社団法人スクール・トゥ・ワークス代表理事
竹田 将宏 株式会社Zeals manager
近藤 峽立 株式会社修理工房 取締役
毛受 芳高 一般社団法人アスバシ代表理事

Sports Pitch
三浦 伸太郎 なごのキャンパスモルック部部長
星 剛史 パラアイスホッケークラブ東海アイスアークス代表・監督
三橋 亮太 株式会社PLAYMAKER Founder

コメンテーター
倉内 佳郎 中日新聞 広告局ビジネス開発部 部次長（中小企業診断士）
上村 哲也 スポーツマーケター
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Collaborations

Speakers’ Base
行政

支援拠点

教育機関

学生団体

Bpifrance

産学官民バランスよく、ダイバーシティに富んだコラボレーションが多彩に実施されました。

企業・団体 Abidova

QUALLIA

パイフォトニクス

愛知県

Acompany

scheme verge

パノラマティクス

経済産業局

AGREEBIT

Scortex

ひまわりネットワーク

産業技術総合研究所

Asystom

Teeptrak

ファミリーオフィス・ジャパン

浜松市

CleanGreen

TOWING

フォースタートアップス

名古屋市

CURUCURU

Trusted

ポットスチル

FabCafe Nagoya

Fabriq

U3イノベーションズ

ミライプロジェクト

FUSE

Family Design M

Zeals

ミライ菜園

MUSASHi Innovation Lab CLUE

FutuRocket

アスバシ

モーハウス

Nagoya Innovator’s Garage

GLOBIS

アトリエはるか

リクルートワークス

OICX

GRDF

インキュベイトファンド

リモハブ

なごのキャンパス

INPEX

ヴィス

ロボセンサー技研

プレ・ステーションAi

LikePay

ウィズグループ

ワンエムイノベーション

名城大学社会連携センター

LXDESIGN

カルビー

学び舎mom

グロービス経営大学院

Magic Shields

クレディセゾン

三菱総合研究所

愛知県立芸術大学

Magma Technology

ココ住ム

修理工房

愛知県立芸術大学

MSCTY_SPACE

ジェイアール東海髙島屋

中日新聞

事業構想大学

MTG Ventures

スクール・トゥ・ワークス

中部エネテックコンサルティング

名古屋大学

New Ordinary

スタジオアンビルト

天煌堂

名城大学

NTTドコモ

スピード

電通

Humans of Meidai

On-Co

ゼロ・ウェイスト・ジャパン

東海理化

Humans of Nanzan

OnClouds

たからのやま

働きごこち研究所

Optimistik

デンソー

日本スポーツアナリスト協会

水戸ホーリーホック

Paris&Co

トヨタ自動車

日本法務システム研究所

東海アイスアークス

PaylessGate

トライエッティング

圓窓

PLAYMAKER

トランスミット

スポーツチーム 京都産業大学ラグビー部
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#10~#21の全12回のNAGOYA CONNÉCTにて、海外を含む103機関のスピーカーらが参加しました。

Performance Report

累計参加者数

総参加者数

3,195 名 1,778 名

総セッション数

総スピーカー数

41 回

146 名

22.9%

1.9%

3.2%
6.1%

0.7%

1.9%

参加者
属性

性別
Gender

Attribute
1.9% 1.9%
1.9%
3.7%

1.9%

6.1%
5.6%

年齢

参加国

Age

Country

※日本を除く
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Happen Report

CASE A

吉田 楓 氏
三重大学3年生
-

-

高校時代から「トイレ界でイノベーションを生み出したい」と精力的に活動
アンバサダーとしてNAGOYA CONNÉCTに関わったことがきっかけで、経済
と環境の好循環を生むイノベーターを2030年までに1000人育成するプロ
ジェクト「Green Innovator Academy」の1期生に
NAGOYA CONNÉCTでの自身の体験をコミュニティに還元する

CASE B

畠岡 潤一 氏
SyncMOF株式会社代表取締役兼CEO
19

多孔性材料MOF（Metal Organic Framework）の実
用化を目指す名古屋大学発ベンチャーを経営
NAGOYA CONNÉCT #15にて登壇後、社外からの問
い合わせが殺到
CIC Tokyoへの進出を決定

Happen Report

CASE C

椎名陽介 氏
FAST ENGLISH代表
-

8
プロジェクトオーナー
同士のビジネス
コラボレーション

通い放題英会話スクールを運営
NAGOYA CONNÉCT #12への参加をきっかけに東京で起業
なごのキャンパスにも入居決定し2拠点展開へ
地元金融機関とのネットワークを構築するなどNAGOYA
CONNÉCTのコミュニティをフル活用

3

6
参加者間での
ビジネス機会創出

5

採用
マッチング

起業への
チャレンジ
20

Ambassadors’ Voice
「もっともっと早く出会えていたらな」
NAGOYA CONNÉCTには、そんな思いを抱かずにはいられません。
高校生や大学生、そして社会人になっても様々な節目で、「自分って何がしたいんだっけ？」「何
をすればいいかわからない...」と様々な悩みを抱えていましたが、NAGOYA CONNÉCTには、その
悩みから１歩先へ進めるヒントがたくさん転がっています。
まだまだ進化するNAGOYA CONNÉCT、一緒に盛り上げていきましょう！

Akiho
NAGOYA CONNÉCTは学生である自分にとって、多くの学びとワクワクと刺激を与えて
くれているコミュニティです。様々なフィールドで実際に活躍されている方のお話を
セッションで聞くことができ、様々なバックグラウンドを持つ方とネットワーキングす
ることができます。
「一歩踏み出したいけど、何すればいいかわからない」という学生の皆さんにとって、
NAGOYA CONNÉCTはこの上ない環境であると考えています。1つ1つのご縁を大切に、
これからもみんなでNAGOYA CONNÉCTを盛り上げていきたいです！

Ikki

NAGOYA CONNÉCTは世界が広がる場所です。今年からフリーランスになった私
に友人が声をかけてくれたことがはじまりです。自分が好きなことを仕事にした
い、この気持ちを後押ししたのがこの誘いでした。いろんな人や知識に触れられ
るこの場所は、私の世界を何十倍にも広げ、毎回ワクワクさせてくれます。学生
や起業家だけでなく、人生を広げる何かが欲しい方に参加して欲しいです。
NAGOYA CONNÉCTで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！

私がNAGOYA CONNÉCTに参加する楽しみは、全く見ず知らずの人が繋がる瞬間に携わることです。
ここでの繋がりや出会いが誰かがイノベーションを起こすきっかけになるかも！と思うとワクワクします。
NAGOYA CONNÉCTでは何かに挑戦しようとしている人との出会いがたくさんあります。
その中で自分は何ができるだろうと考え、新しいことに挑戦するきっかけになりました。
これからもみんなで作るNAGOYA CONNÉCTを盛り上げていきたいです！
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Rikimaru

Rina

Ambassadors’ Voice
たまたま講演を聴きに来た方々同士が偶然にも繋がり合って、本人達すら想像
しなかったイノベーションが起こる。

Shoya

私がNAGOYA CONNECTで活動する中で1番好きな瞬間です。これまで幾度と
なく立ち会ってきました。大好きな地元「名古屋」でチャレンジする方々と関
われることを幸せに思いますし、これからも「全力で」サポートさせていただ
きます！

Mari
NAGOYA CONNÉCTで好きを見つけました。
私は自分のやりたいことがわからない中この環境に飛び込みました。何度も参加するうちに、
自分とは違う様々な経験や志を持つ人とコミュニケーションすることが楽しく、自分は様々な人達と
交流する空間が好きなんだと知りました。NAGOYA CONNÉCTは自分の好きを発見できる場だと
思っています。これからも面白い人達が集まる空間を作り上げていきたいです！

NAGOYA CONNÉCTは僕の世界を広げてくれたコミュニティでした。関わりを持って1年
近く経ちますが、このコミュニティだからこそ関わることができた社会人の方や学生が
たくさんいます。特に同年代の学生はNAGOYA CONNÉCT以外にも活動をしている人が
多く、新たな発見や学びに溢れていました。NAGOYA CONNÉCTは名古屋の全ての学生
・社会人におすすめのコミュニティです。これから、共に作り上げるNAGOYA
CONNÉCTをぜひ近いと場所で見てください。絶対に今より面白い場所にします。

Masaki

Shuma

はじめてNAGOYA CONNÉCTに参加したとき、純粋な気持ちで人を誘いたいと思えました。
気づいたときにはもう1人のアンバサダーとして、自分の会社のスタッフや起業家仲間にも声をかけていまし
た。NAGOYA CONNÉCTのコミュニティには、自分がはじめて海外で仕事をしたり起業をしたときのような、
心躍る感覚を思い出させてくれる場所・コンテンツがあります。
今後もNAGOYA CONNÉCTの皆さんと一緒にこの環を広げていきたいです！
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