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2019 年 4 月
報道関係各位
学校法人東京理科大学
日本で難しいと言われている起業のサクセスポイントを探る

ビジネスを立ち上げたトップランナーに聞く！
～死の谷を乗り越え、ビジネスチャンスを掴むために。～
■日 時：2019 年 5 月 30 日（木）～7 月 11 日（木）

各日 19:00～20:30 全 7 回

■会 場：飯田橋セントラルプラザ 2F（千代田区飯田橋）
学校法人東京理科大学（理事長：本山 和夫）が 2018 年に開設した「東京理科大学オープン
カレッジ」では、来たる 5 月 30 日（木）～7 月 11 日（木）の各日 19 時より飯田橋セントラル
プラザ 2F にて、社会人・一般の方を対象にしたオープン講座「ビジネスを立ち上げたトップラ
ンナーに聞く！～死の谷を乗り越え、ビジネスチャンスを掴むために。～」を開講。この参加
者 100 名を募集いたします（受講料：21,000 円）
。
本講座は、日本型ベンチャーの象徴とも言える企業を立ち上げたフロントランナーの皆様に、
起業に至った経緯と、苦難を乗り越えてきたストーリーと現在の姿、そしてこれからの抱負を
語っていただくものです。
日本では、ベンチャーカルチャーが無いから起業が起きないとも言われますが、それだけで
はないということを知っていただける講座です。起業家や起業自体が身近でなく、「知らない」
から起業されていないケースも存在します。ベンチャーを立ち上げる時の思いと苦労、そして
ビジョンに触れることにより、起業を目指す方のみならず、トップマネジメント層や事業部門
責任者、そしてビジネスを支える周辺プレイヤーまで、様々な方々に改めてビジネスチャンス・
ビジネスマインドについて気づきを得ていただくための機会を受講生の皆様にご提供します。
・株式会社ブイキューブ 間下 直晃 代表取締役社長
・株式会社ユーグレナ 出雲 充 代表取締役社長
・Global Mobility Service 株式会社 中島 徳至 代表取締役 社長執行役員/CEO
など、実際にビジネスを軌道に乗せて活躍する 7 名の経営者の皆様にご登壇いただきます。
「ビジネスを立ち上げたトップランナーに聞く！ ～死の谷を乗り越え、ビジネスチャンス
を掴むために。～」の募集要領等は次頁のとおりです。
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～募集要領～
■講 座 名：ビジネスを立ち上げたトップランナーに聞く！
～死の谷を乗り越え、ビジネスチャンスを掴むために。～
■講座内容：各日 19:00～20:30 開講
日

程

5 月 30 日
(木)

内

容

間下 直晃
株式会社ブイキューブ 代表取締役社
き方改革、オープンイノベーション、
長 / 株式会社センシンロボティクス
規制との付き合い方
代表取締役社長

企業の持続的な成長を可能にする働

Web 会議・テレビ会議（TV 会議）のクラウド市
場でシェア No.1。導入実績約 5000 社以上。日経
BP 社「クラウドランキング」のベストサービスに
選出。

6月6日

パラダイムシフト

(木)

－ベンチャー企業の挑戦－

6 月 13 日

僕はミドリムシで世界を救うことに 出雲 充

(木)

決めました。

6 月 20 日

生活者中心の市場の創造を目指して

(木)

～アイスタイル起業からの会社・サー

佐藤 秀哉
株式会社テラスカイ

代表取締役社長

クラウドのリーディングカンパニーとして、クラ
ウドとシステム連携をキーワードにした最先端の
テクノロジーを活用したソリューションを提供。

株式会社ユーグレナ

代表取締役社長

藻の一種であるミドリムシ（学名：ユーグレナ）
を主に活用し食品や化粧品の販売、バイオ燃料の
研究等を行っているバイオテクノロジー企業。

ビス・自分の成長～

山田 メユミ
株式会社アイスタイル

取締役

コスメ・美容の総合サイト「＠cosme」を核に、化
粧品 EC「＠cosme shopping」、化粧品専門店「＠
cosme store」など美容領域の多様な事業を展開。

6 月 27 日

リンカーズが目指すイノベーション 前田 佳宏

(木)

プラットフォームとは？

リンカーズ株式会社
＆ファウンダー

代表取締役 CEO

大企業・中堅企業のニーズと中小・ベンチャー企
業が有する技術シーズのマッチングサービスであ
る Linkers を運営。企業同士の“出会い”の在り
方を見直すサービスを提供。

7月4日

FinTech と最先端 IoT 技術による、 中島 徳至

(木)

新たな社会創造

－日本発グローバ

Global Mobility Service 株式会社
表取締役 社長執行役員/CEO

代

ルベンチャービジネスへの挑戦－

車が必要なのに、ローンの審査に通らない。そん
な働く意欲溢れる人々を応援する、画期的なロー
ンを提供。FinTech＋IoT が実現する次世代自動車
ビジネス。

7 月 11 日

属人的な営業現場を、AI を中心とし

(木)

たデジタルテクノロジーで改革

吉田 融正
ブリッジインターナショナル株式会社
代表取締役社長
マーケティングからセールス領域にいたるまで、
デジタルインサイドセールスを中核に据え、
「しく
み」「リソース」
「道具」の提供を通して、法人営
業活動を支える事業を展開。

■講

師：リレー形式で行います。

■会

場：飯田橋セントラルプラザ 2F（千代田区飯田橋 4‐10‐1）

■募集人数：100 名（定員になり次第締め切り）
■受 講 料：21,000 円（1 回ごとの受講は 3,500 円）
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【お申込方法】
① Web サイトからのお申込み（本学オープンカレッジ事務局）
ホームページ https://www.tus.ac.jp/education/lifelong/ からお申込みください。
お申し込み後、関係書類をお送りいたします。
② FAX・郵送でのお申込み
講座名、受講料、住所、氏名、フリガナ、電話番号、メールアドレス（任意）を記入し、
FAX：03-5227-6263

もしくは投函してください。受講証兼振込用紙を郵送いたします。

【読者の皆さまからのお問い合わせ先】
東京理科大学オープンカレッジ事務局 TEL：03-5227-6268（平日 9：00～17：00）
＜東京理科大学オープンカレッジ 会場地図及びアクセス＞

飯田橋セントラルプラザ 2F
住所：千代田区飯田橋 4‐10‐1
JR 総武線「飯田橋駅」西口より徒歩 1 分
地下鉄各線（有楽町線、南北線、東西線、大江戸線）「飯田橋駅」B2b、B5 出口より
徒歩 1 分

※ 報道関係者の皆様のお席もご用意させていただきます。ご出席の際には、広報課までご連絡
いただければ幸いです。

～報道関係者の皆さまからのお問い合わせ～
◇リリースに関するお問い合わせ
東京理科大学 広報課 (担当：末永・久保田・甚田)
TEL：03-5228-8107 FAX：03-3260-5823
E-mail：koho@admin.tus.ac.jp
◇講座の内容に関するお問い合わせ
東京理科大学 オープンカレッジ事務局
TEL：03-5227-6268 FAX：03-5227-6263
E-mail：manabi@admin.tus.ac.jp
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