
 本プログラムは、京・阪・神を発信拠点に、全国でさまざまな社会課題の解決に取り組まれている起業家、スタート

アップ企業、新規事業企画担当者の皆様を支援するアクセラレーションプログラムです。

 起業家精神（第１回）、資金調達（第２回）、事業計画（第３回）のポイントにつき、３回シリーズでお届けします。

（株）三井住友銀行 法人戦略部 担当 ： 川村 （ ０６ – ６２２７ – ９２７５ ）
成長事業開発部 担当 ： 小島 （ ０６ -６２２７ – ３４５４ ）

お問い合わせ

「 アクセラレーション ｏｎｅ ｄａｙ ｓｅｓｓｉｏｎ 」
～ ３回シリーズ（第３回）／神戸・大阪・京都 ～

１. アクセラレーションプログラム in京都 （オンライン開催）

開催日時

開催方法

申込方法

申込期限

２０２１年７月６日（火）１５：００～１７：００

オンライン形式（Ｗｅｂｅｘを想定）

別途ご記載の参加申込ＵＲＬよりご登録お願い致します。

２０２１年６月３０日（水）

参加費

無料

開会挨拶 15：00 株式会社三井住友銀行

講演 15：05

 スタートアップ企業におけるビジネスプランと成長戦略のポイント
菅原氏、永守氏には、起業経験談を語っていただき、松田氏には両氏の体験談を踏まえて、ポイントを解説

頂きます。また、杉田氏には、全３回シリーズを踏まえ、総括頂きます。

講師：菅原 貴弘 氏 ／ 株式会社エルテス 代表取締役

永守知博 氏／ エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長

松田修一 氏／ 早稲田大学 名誉教授

杉田純 氏 ／ 三優監査法人 会長 （公認会計士）

ご案内 16：40

 スタートアップ支援の取組みについて

株式会社京都銀行

一般社団法人京都知恵産業創造の森

株式会社三井住友銀行

閉会挨拶 17：00 三優監査法人

起業家 &ベンチャー業界第一人者が語る

ビジネスプランと成長戦略
共催：ＢＤＯアドバイザリー株式会社(※1)、株式会社京都銀行（※2） 後援：三優監査法人

一般社団法人京都知恵産業創造の森（※3） 、株式会社三井住友銀行（※4）

※１ ＢＤＯアドバイザリー（株）は、起業家の成長支援にむけて、伴走型で短期間での事業成長を支援するアクセラ

レーションプログラムを定期的に開催し、今までに、多くの企業の成長をサポートしています。

※2京都銀行は、地域経済の活性化や地域創生に貢献するべく、地域企業の成長と新産業創発に向けて積極的な

伴走支援に取組み、将来有望な創業企業やベンチャー企業、中小企業をサポートしています。

※3京都知恵産業創造の森は、京都府、京都市及び産業界とによる知恵の融合により、スタートアップや産業人材の

育成など、幅広い分野における新たな価値の創造をサポートしています。

※4ＳＭＢＣは、スタートアップ企業の成長支援を重要分野として位置づけ、金融機関としてのネットワークを活用し、

事業拡大支援や課題解決を通じてスタートアップ企業の発展・拡大をサポートしています。



1966年公認会計士試験2次試験合格、1972年早稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得退学。1973年

監査法人サンワ事務所（現在 監査法人トーマツ）入社、社員として中堅・ベンチャー企業のコンサルティングに

従事。1985年商学博士（早稲田大学）、1986年早稲田大学アジア太平洋研究センター助教授、1991年同センタ

ー教授に就任。1998年早稲田大学院（MBA）教授に就任。2007年早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専

攻）教授に就任。2012年早期退職、名誉教授。現在、ウエルインベストメント株式会社取締役会長を含む6社の

社外役員、日本ニュービジネス協議会連合会副会長、証券リサーチセンター理事長。元日本ベンチャー学会

会長。経済産業省・財務省・文部科学省・総務省などの審議会・委員会委員などを歴任。

２. 登壇組織や登壇者のご紹介

松田 修一 氏 ／ 早稲田大学 名誉教授

杉田 純 氏 ／ 三優監査法人 会長 （公認会計士）
1971年公認会計士2次試験合格、74年早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了、その後大手監査法人、

コンサルテイング会社を経て、86年三優監査法人を創設し代表社員就任、以来35年間新規公開企業の監査、

コンサル100社以上の指導実績を有し、中堅・ベンチャー企業の資本政策から経営管理体制整備、企業再編、

事業承継、M＆Aなど幅広い企業向けコンサルを実施している。加えて96年には世界第5位のBDOインターナ

ショナル（世界162か国、スタッフ85,000名）に加入し、日本企業の海外進出支援や国際的な監査、税務などの

サービス提供も可能になっている。

菅原 貴弘 氏 ／ 株式会社エルテス 代表取締役
東京大学在学中の2004年にエルテスを創業。インターネット掲示板、ブログ、SNSなど新しいテクノロジーが生

まれるたびに、その反動で発生するトラブルに着目し、デジタルリスク事業に取り組む。2016年11月に東証マ

ザーズ上場。また、リスク情報分析と危機対応支援を行うAIセキュリティ事業を手がける戦略子会社を2017年

に設立するなど、リスク検知に特化したビッグデータ解析ソリューションを提供する事業領域を拡大させている。

永守 知博 氏 ／ エルステッドインターナショナル株式会社 代表取締役社長
富士通株式会社でメカ設計エンジニアとして勤務後、留学し、MBA取得。その後、日本電産グループ各社（福

島、東京シンガポール、インドネシア、中国）で勤務。2009年4月、エルステッドインターナショナル株式会社を設

立し、代表取締役社長に就任（現任）。2015年7月、株式会社MJIをトニー・シュウ（現代表取締役社長CEO）と

共に設立し、共同創設者兼取締役に就任。2017年1月、株式会社MJI代表取締役に就任（新任）。

無料支援プログラム 日程 主要テーマ

第１回

アクセラレーション

プログラム in 神戸

（オンライン開催）

開催済

2021年

3月15日

 「２０５０年カーボンニュートラル時代に勝ち残るベンチャー変革のスピード感」

講師：松田 修一 氏 ／早稲田大学 名誉教授

 「経済・産業の大変革期の中で成功する起業家の共通点」

講師：杉田 純 氏 ／ 三優監査法人 会長 （公認会計士）

 「国連が取り組むイノベーション創出事業」

杉迫直子 氏 ／UNOPS（国連プロジェクト・サービス機関）

Global Innovation Centre Japan

第2回

アクセラレーション

プログラム in 大阪

（オンライン開催）

開催済

2021年

5月24日

 「イノベーションに向けた Ｇｒｏｗｔｈ Ｔｅｃｈ の活用」

対談：水野 智之 氏／Creww（株）取締役×三井住友銀行／成長事業開発部

 「スタートアップ企業における大阪・関西万博の活用ポイント」

講師：三井住友銀行 関西成長戦略室

 「ベンチャー成長を支えるリスクファイナンスの多様化と産業の新陳代謝」

講師：松田 修一 氏 ／早稲田大学 名誉教授

 「ＩＰＯを目指す起業家の失敗しない資金調達と財務のあり方」

講師：杉田 純 氏 ／ 三優監査法人 会長 （公認会計士）

３. 開催済のプログラム



5. 視聴方法

6. セミナー資料

セミナー開始時間の15分前よりWebexへのアクセス受付を開始致します。

以下の（１）または（２）のいずれかの方法でご視聴ください。

（１）SMBC Global Information 「セミナー一覧へ」ボタンをクリックし

「お申込中セミナー」タブをクリック

お申込のセミナーの「参加」ボタンをクリック

「今すぐ参加」ボタンをクリック

※Webexご登録未済の場合もこちらからご登録できます。

（２）Webexから送付された登録完了メールに記載の「イベントに参加」ボタンをクリックし

次に「今すぐ参加」ボタンをクリック

セミナー資料は、開催前日までにSMBC Global Informationに掲載します。

「海外情報ポータル SMBC Global Information」にてお申込ください。

https://globalinfo.smbc.co.jp/area/p/rdo4qalf5lboel1/6Bqd77/login.html

・上記のURLまたはQRコードよりログイン

・右上にある受付中セミナーにある「セミナー一覧へ」をクリック

・ご希望のセミナーの「詳細お申込」をクリック

・セミナーについてご質問がある方は、セミナー申込フォームの

「アンケート：ご意見ご要望」欄に、質問内容をご記入ください。

・「申込」をクリック

※１：申込完了後、引き続き Webexの視聴に必要な登録画面が表示されますので、画面の記載を

ご確認いただき、続けてご登録ください。

※２：弊行（smbc_globalinfo@rn.smbc.co.jpより、受付完了メールが送付されます。加えてWebexからも

登録完了メールが送付されます。

初回のみ、ご登録のお手続きが必要です。上記URLより「新規ご登録」をクリックしお進みください。

・申込コードは SM2019（半角英数字6桁） をご利用ください。（貴社内限り）

・「新規会員登録（仮登録）」入力ページが開きますので、必要事項をご入力ください。

・弊行担当部店と担当者が、ご不明の場合は、担当部店「法人戦略部」 担当者「セミナー」とご記入

ください。

4.お申込方法

〆切：6月30日（水）

https://globalinfo.smbc.co.jp/area/p/rdo4qalf5lboel1/6Bqd77/login.html
mailto:smbc_globalinfo@rn.smbc.co.jp


7.ご留意事項

（株）三井住友銀行
法人戦略部 担当：川村

成長事業開発部 担当：小島

川村 ： ０６ – ６２２７ – ９２７５

小島 ： ０６ – ６２２７ – ３４５４
お問い合わせ

下記利用目的をご確認の上、お申込みください。

＜お客さまの情報の利用目的について＞

私どもは個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）に基づき、お客さまの個人情報を、預

金や融資業務のほか、銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務において、下記利用目的で利

用致します。

金融商品やサービスの申込受付、資格等の確認、継続的なお取引における管理、融資取引やリスク商品

等の適合性の判断、金融商品やサービスの研究や開発、各種ご提案、お取引の解約や事後管理、権利の

行使や義務の履行、与信業務における個人情報機関の利用、委託業務の遂行等、お客さまとのお取引を

適切かつ円滑に履行するため。

なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関する

ガイドライン（平成16年金融庁告示第67号）に定められた機微（センシティブ）情報は銀行法施行規則等に基づ

き限定されている目的以外では利用致しません。

※ ご使用の機器やネットワーク環境によっては、映像や音声に不都合が生じる場合がありますので、予めご了承ください。

※ インターネットへの接続方法によって、通信料（お客さま負担）がかかりますので、WiFi環境でのご利用を推奨致します。

※ 先着順での受付とさせていただきます。定員超のお申込があった場合、やむを得ず参加をお断りすることがありますが、

その際は別途弊行よりご連絡を差し上げます。

※ 講演テーマ及び登壇企業は予告なく変更させていただく場合がございますので、ご了承ください。また、予定時刻は前後

する場合がございます。

※ お申込み時にご記入いただいた内容は、BDOアドバイザリー株式会社、株式会社京都銀行、一般社団法人京都知恵

産業創造の森、株式会社三井住友銀行において共有し、本セミナーの実施及び各種サービスに関するお知らせ、各種

情報提供業務のために適切に管理し利用させていただきます。


