プログラム

開催日時（場所）

ＩＰＯセミナーin大阪
15：00 「開催挨拶」 大阪府 商工労働部 部長 西田淳一
15：05 「2018年のIPOについて」
東京証券取引所 上場推進部 担当者
「中小機構の支援メニューのご紹介」
独立行政法人中小企業基盤整備機構 近畿本部 担当者
「大阪府におけるベンチャー支援の取組について」
2018年11月30日（大阪）

大阪府 商工労働部 担当者
15：30 講演「ソウルドアウト株式会社の事業と経営」
パネルディスカッション「ＩＰＯで全国へ、そして世界へ」

講演者・パネラー：ソウルドアウト株式会社 代表取締役社長 荻原猛 様
モデレーター

：PUBLIC GATE合同会社 代表 村田雅幸 様

16：50 「閉会挨拶」 東京証券取引所 取締役常務執行役員 小沼泰之
主催：大阪府、大阪商工会議所、 独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿本部
株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
IPOセミナーin 金沢
14：00 開会のご挨拶
14：15 株式上場体験談
ユニフォームネクスト株式会社 代表取締役 横井 康孝 様
15：55 パネルディスカッション 「上場準備担当者に聞く東証上場とその先」
2018年10月11日（金沢）

株式会社マネーフォワード 取締役執行役員CFO 金坂 直哉 様
有限責任あずさ監査法人 パートナー

杉山 勝

株式会社東京証券取引所 上場推進部

様

宇壽山 図南

17：00 閉会のご挨拶
主催：有限責任あずさ監査法人、株式会社北陸銀行、
株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
EY・ＩＰＯサミット ～in Fukuyama～（第42回イノベーション・トーク）
開会挨拶
第１部 東京証券取引所講演
株式会社東京証券取引所 上場推進部 課長 野口 直也
「上場の力で日本を元気に～東証市場のご案内～」
2018年9月11日（福山）

第２部 新規上場会社社長対談会
パネラー 株式会社ポエック 代表取締役社長 来山 哲二 様
クックビズ株式会社 代表取締役CEO 藪ノ 賢次 様
モデレーター EY新日本有限責任監査法人 広島事務所長 笹山 直孝
名刺交換会
主催 : 広島県
共催 : 株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所、EY新日本有限責任監査法人
青森公立大学×東京証券取引所 共催セミナー 「企業の成長戦略と株式公開」

2018年7月27日（青森）

14:30～16:00 企業の成長戦略と株式公開について
東京証券取引所 上場推進部 主任 牧野 智起
主催：青森公立大学、株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
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青森商工会議所・青森市主催「スタートアップ支援セミナー」
15：30 主催者挨拶
15：35 講演「挑戦～Jリーダーから起業、そして上場会社になるまで」
株式会社SOU 代表取締役 嵜本 晋輔 様
16：35 トークセッション「挑戦を誇れるムーブメント創りについて」
2018年7月26日（青森）

青森市長 小野寺 晃彦 様
株式会社SOU 代表取締役 嵜本 晋輔 様
青森商工会議所 西 秀記 様
17：15 交流会
主催：青森商工会議所・青森市
後援：株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
NCB IPOセミナー in 福岡
開会挨拶
第１部 ＣＥＯ基調講演
株式会社鳥貴族 代表取締役 大倉 忠司 様
～創業からIPO、そして今日に至るまで～
第２部 ＣＦＯ基調講演
株式会社鳥貴族 取締役 道下 聡 様
～IPO前後の実務経験について～

2018年7月24日（福岡）

第３部 座談会
パネラー 大倉 忠司 様 および 道下 聡 様
モデレーター 東京証券取引所 上場推進部 野口 直也
～IPOの意義・ステップアップにまつわるエピソード等～
～ご参加者からのQ&A等～
閉会挨拶
主催：株式会社西日本シティ銀行、株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所、
証券会員制法人福岡証券取引所
後援：西日本シティTT証券株式会社、株式会社NCBリサーチ＆コンサルティング、
福岡県ベンチャービジネス支援協議会、福岡市
IPOセミナー in 富山
14：00～14：05 開会挨拶：北陸銀行 執行役員 営業企画部長 南 直樹
14：05～15：35 【第一部：基調講演・パネルディスカッション】
前田工繊株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 前田 征利 様

2018年4月18日（富山）

15：35～15：55 【第二部： 東京証券取引所からの紹介】
「東証市場のご紹介・TOKYO PRO Marketのご紹介」
東京証券取引所 上場推進部 課長 宇壽山 図南
15：55～16：00 閉会挨拶：東京証券取引所 上場推進部長 横田 雅之
主催：株式会社北陸銀行、 株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
後援：富山県、富山市、公益財団法人 富山県新世紀産業機構

プログラム

開催日時（場所）

IPOセミナー in 青森
14：00～ 開会挨拶：札幌証券取引所理事長 小池善明
14：05～15：05 【第Ⅰ部：基調講演】（60分）
・エコモット株式会社代表取締役 入澤拓也 様
15：05～15：15 休憩
15：15～15：55 【第Ⅱ部：ＩＰＯセミナー・両取引所のベンチャー市場の紹介】
2018年3月9日（青森）

・札幌証券取引所（20分）上場推進部長 湯浅祐一郎
・東京証券取引所（20分）上場推進部長 横田雅之
15：55～16：15 【第Ⅲ部：株主コミュニティ制度について】
・日本証券業協会（20分）常務執行役会員本部長 村井毅
16：15～ 閉会挨拶：東京証券取引所上場推進部長 横田雅之
主催：株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所、
日本証券業協会
IPOセミナーin京都2018
14：00～

開催挨拶

株式会社京都銀行 公務・地域連携部 部長 尾池 広文
14：05～15：35 パネルトーク
「上場を果たした地元経営者が語る！企業成長と株式上場」」
株式会社ジェイ・エス・ビー 代表取締役社長 田中 剛 様
2018年2月22日（京都）

株式会社エスユーエス 代表取締役社長 齋藤 公男 様
15：35～15：55 説明「京都銀行のＩＰＯ支援について」
株式会社京都銀行 公務・地域連携部 地域活性化室
15:55～

閉会挨拶

株式会社東京証券取引所 上場推進部長 横田 雅之
主催：株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所、
株式会社京都銀行 公務・地域連携部 地域活性化室
東証IPOセミナー in SENDAI Entrepreneur Week
14：00～14：05 開会挨拶
14：05～15：35 【CEOセッション】
株式会社マネーフォワード 代表取締役社長 辻 庸介 様
2018年2月7日（仙台）

15：35～15：45 休憩
15：45～17：00 【CFOセッション】
株式会社ほぼ日 取締役CFO 篠田 真貴子 様
17：00～17：05 閉会挨拶
17：15～18：30 懇親会
共催 ：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
イノベーショントーク（IPOセミナー）（広島）
15：00～15：05 開催挨拶
広島県商工労働局イノベーション推進チーム 担当課長 串岡 勝明
15：05～16：05 基調講演「上場体験談（仮）」

2018年1月25日（広島）

株式会社やまみ 代表取締役社長 山名 清 様
16：15～16：30 取引所説明「いまさら聞けない上場のこと」
株式会社東京証券取引所 上場推進部 調査役 松井 佳彦
主催 : 広島県商工労働局イノベーション推進チーム、株式会社日本取引所グループ／株式会社東京証券取引所
後援 : 株式会社広島銀行

