
トーマツ ベンチャーサポート株式会社のご紹介 

挑戦する人とともに未来を拓く 

トーマツ ベンチャーサポート株式会社 
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ベンチャー企業の支援を目的として設立されました。 

現在、全国で約2,500社のベンチャー企業の支援を行っています。 

トーマツ ベンチャーサポート（TVS）とは 

xxx ベンチャー支援機関 

xxx イノベーション創出支援 

政策提言・実行支援 

大企業向けにベンチャー企業との協業によるイノベーションの創出を 

支援する組織です。 

TVSは、トーマツグループのネットワークやノウハウを活用し、 

ベンチャー企業へ支援を行っている組織です。 

TVSの軸 

ベンチャー関連の知識・ノウハウを活かしたベンチャー政策の立案・実
行を支援する組織です。 
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 国内活動拠点 

 札幌 

 仙台                     

 新潟 

 長野 

 群馬 

 埼玉 

 東京 

 横浜 

 富山 

 金沢 

 福井 

 静岡 

 

名古屋 

京都 

大阪 

神戸 

奈良 

岡山 

広島 

高松 

松山 

福岡 

那覇 

■ 海外連携拠点 

 シンガポール 

 米国（シリコンバレー） 

 イスラエル 

 英国（ロンドン） 

国内展開および海外展開について 

国内23拠点・海外4拠点 
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トーマツ ベンチャーサポート（TVS）のベンチャー支援メニュー 

ベンチャー企業の成長に必要な支援を幅広く実施し、 

世界に通用するメガベンチャーの創出を促進する。 

資金調達 

PR支援 支援人材紹介 

海外進出支援 

育成人材紹介 

販路拡大 

 取引先のご紹介 

 アライアンスのご提案 

 TV・ラジオ・新聞記者などのご紹介 

 事業計画策定支援 

 資本政策支援 

 弁護士・税理士ご紹介 

 現地企業・VCのご紹介 

 インターン・CFO育成 

社長から具体的なニーズを聞いた上で、全てのリソースを使い、全力で支援を実施。 

4 
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TVS 

トーマツ ベンチャーサポート（TVS）の大企業向けメニュー① 

腹の探り合い 

大企業側の不安 

ベンチャー企業が保有する技術の 

優位性が不明 
1 

取引に値する企業なのか、把握/判断

することが困難 
3 

組織文化やカルチャーが異なるため、 

うまく進めることが出来るか不安 
2 

大企業へ一方的に技術が流出すること

への不安 
1 

協業による利益分配や知財において 

不利益を被ることへの不安 
3 

大企業の意思決定スピードの遅れに 

より事業化が遅延する不安 
2 

ベンチャー企業側の不安 

トーマツ ベンチャーサポートのアプローチ 

 ビジネスマッチングにおける課題  

大企業向けコンサルティング 

 ベンチャー企業の目利きのサポート 

 大企業の新規事業ローンチに向けた戦
略立案から実行までのフルサポート 

ベンチャー企業向けインキュベート 

 ベンチャー企業の成長を幅広くサポート 

 大企業のイノベーションに必要な新しい
産業に関する情報を提供 

5 
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トーマツ ベンチャーサポート（TVS）の大企業向けメニュー② 

 大企業向けメニューの全体像 

6 

新規事業創出の基盤となる企業文化・人材・制度・情報の4要素 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別事業インキュベーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドメイン策定 事業アイデア創出 開発・検証 事業化決定・モニタリング 

新規事業を生み出すべき 

ドメイン戦略の策定を支援 

します 

既定したドメインにおける 

新規事業アイデア創出を 

支援します 

新規事業アイデアの 

開発 ・検証 に対して 

アドバイザリーを行います 

新規事業の事業化決定と 

モニタリングを支援します 

 ドメイン戦略策定アドバイザ 

  リー 

 アイデアソン開催アドバイザ 

   リー 

 協業案創出アドバイザリー 

 事業アイデア・ビジネスモデ 

   ルのインキュベーション 

 事業化基準策定アドバイザ 

   リー 

 モニタリングサポート 

情報 人材 制度 

 新規事業創出のために必要な情報・ 

 ネットワークと方法論を提供します 

 新規事業創出・推進を担う人材を 

 育成します 

 人事制度・ 投資体制等の構築・変革を 

 支援します 

 ベンチャー情報提供 

 役員向け研修 

 新規事業人材向け研修 

 社内公募制度アドバイザリー 

 人事制度アドバイザリー 

 投資体制アドバイザリー 

企業文化 

新規事業創出のために必要な企業文化変革を促します 

 トップマネジメントが参加する出張ベンチャーイベント “出張Morning Pitch” 



パブリック向けコンサルティングサービスの特徴 

「現場感」×「ネットワーク」に基づいて 

ベンチャー政策を立案・実行します 

ベンチャー関連の知識・ノウハウを活かしたベンチャー政策の立案・実行 

 

 

21世紀型シンクタンクのイメージ 
ベンチャー企業 
個別支援ノウハウ 

トーマツグループ
を横断した 
サービス提供 

世界及び 
日本全国拠点 
ネットワーク 

多数の自治体か

らの受注実績 

多数イベント開催

ノウハウ 

メディア・VC・ 
大企業 

とのネットワーク 

ベンチャー政策立案・実行 
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■調査業務 

 

■事務局業務 

 

■企画・運営業務 

 

■プラットフォームの生成 

 

地域経済を活性化するため、産業課題
の認識から課題解決のための政策立
案までを、行政の方々と共に考え、共に
創出していきます。 

課題を

認識 

政策の

立案 

2,500社のベンチャー支援実績をもつ「現場感」と、これまで培ってきた大企業・VC・マスメディアや世
界・全国拠点などの幅広い「ネットワーク」により、「経済成長のエコシステム」を創出します。 

経済成長のエコシステム創出 

政策立案 政策実行 

支援実績、幅広いネットワークにより、
立案した政策を共に実行していきます。
また共に実行した政策についてFBを行
い、次の政策立案に寄与します。 

議論を 

深める 

「現場感」×「ネットワーク」 

継続的な 

フィードバック 

トーマツ ベンチャーサポート（TVS）のパブリック向けコンサルメニュー② 
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プラットフォームとしての取り組み 

9 
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トーマツベンチャーサミットの開催（年１回） 

 

トーマツベンチャーサミット 

会場風景 

◄基調講演では大和ハウス工業代表取
締役会長兼CEOの樋口武男氏にご登

壇頂きました。 

経営者によるパネルディスカッションでは、それぞれ自身の ▶ 

経験を元にベンチャーの成長について等の議論を行い、非常

に盛り上がるセッションとなりました。 

プラットフォームとしての取り組み事例 ① 

トーマツ ベンチャーサポートでは年1回トーマツベンチャーサミットを開催しています。2014年のトーマツベンチャーサミット

ではベンチャー政策カンファレンス、Morning Pitch Expoも同時開催され、メディアをはじめとして、ベンチャー企業関係者

や大企業関係者等延べ1,700名の方に御参加頂きました。イベントにおいては、大企業経営者による基調講演から、弊社

吉村とベンチャー企業経営者とのパネルディスカッションを行いました。 

10 
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プラットフォームとしての取り組み事例 ② 

トーマツベンチャーサミットの開催（年１回） 

 2014年7月、トーマツ ベンチャーサポートでは第1回ベンチャー政策カンファレンスを開催し、当日は約200名の官公庁及

び自治体関係者、ベンチャー企業経営者の方々に来場頂きました。想定以上の盛り上がりを受け、来年度以降の、年に

一度の開催も決定いたしました。イベントにおいては、竹中平蔵氏をはじめとする政策関係者等にご登壇いただき、テー

マ毎にパネルディスカッションを行いました。また、イベント後の交流会では、自治体とベンチャー企業の取組を紹介する

ブースを10社以上が出展。各地での取り組みをそれぞれ紹介しました。 

ベンチャー政策カンファレンス 

国家戦略としての 
ベンチャー政策 

起業促進を通して目指す経済
活性化のあるべき姿 

官民連携の中でベンチャー企業が
果たす役割とは 

 元経済財政政策担当大臣 竹
中平蔵氏を招き、在日イスラエ
ル大使館経済公使ほか1名に

よるグローバスセッションを実施。
ベンチャー政策先進国であるイ
スラエルの状況や今後の日本
の政策課題などのディスカッ
ションを行いました。 

 大学、経済産業省、自治体の有
識者数名を招き、企業促進による
経済活性化について議論されまし
た。「エコシステム」の創出が必要で
あり、起業促進のための官のなす
べき取り組み、福岡市・広島県の事
例を交えた「企業支援のターゲット」
や「成功の定義と数値目標」などに
ついて議論されました。 

佐賀県、神戸市、流山市などの現
在の取組みやその効果、ベン
チャー企業と官(地域産業)との連携
の課題・解決策、目指すべき官民
連携のあるべき姿などについて、議
論されました。その中には官もベン
チャー企業のようなスピード感が重
要といった意見も出ました。 

11 
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トーマツベンチャーサミットの開催（年１回） 

 

Morning Pitch（モーニングピッチ） 

毎週木曜日、東京において朝7時から早朝ピッチ会を実施しております。毎回100名

程度のメディア、投資家、大企業の方々がオーディエンスとして参加、テーマ毎に5

社がピッチを行います。東京以外の地域においても定期的に開催しております。 

大企業向けの出張モーニングピッチを実施しています。特定

の大企業に、選抜されたベンチャー企業数社と共に訪問し、

直接、大企業の経営陣（代表取締役の参加が開催要件）に対

してピッチする取り組みです。ベンチャーのトレンドを掴む場、 

プラットフォームとしての取り組み事例 ③  

出張Morning Pitch 

組織に刺激を与える場、事

業提携の模索をする場とし

てご活用いただいています。 

 

◄PLUS株式会社での出張MPの

様子 

Morning Pitch Expo 

  トーマツベンチャーサミットにあわせて、Morning Pitch Expoを

同時開催。過去Morning Pitchに登壇した、100社以上のベン

チャー企業がそれぞれブースを出展。それぞれの事業内容や

取組を紹介。メディアへのPR、事業提携の場としても大きな盛

りあがりを見せました。 

12 
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プラットフォームとしての取り組み事例 ④ 

全国Startup Day（スタートアップデイ） 

日本全国で変わらない起業環境の構築及び地方経済の活性化へ貢献のため、全国7地
域でベンチャー企業のための資金調達・事業提携の場を作るイベントを開催いたしました。 

ベンチャー企業支援 
（イベント前） 

StartupDay 
（イベント当日） 

ファイナンス講座 

StartupDay 
申込・審査 

ブラッシュアップ 

地方ベンチャー企業の資金調達や業
務提携に関する理解や意識を変える
ため、「投資」などをメインとする「ス
タートアップのためのファイナンス講
座」を実施します。 

シード・アーリーステージのベンチャー
企業を、新規性・スケーラビリティのポ
テンシャルを重視し、プレゼン登壇者
を選定します。 

ベンチャー企業のビジネスモデル、プ
レゼンのブラッシュアップを行い、VC

や事業会社にアピール力のある事業・
プレゼンになるようにサポートします。 

ピッチ準備 

ブラッシュアップしたビジネスモデル、
プレゼン資料を使用したプレゼン練習
及びフィードバックを行い、ベンチャー
企業のプレゼンスキルの引き上げを
支援します。 

ピッチ 
コンテスト 

 登壇者はブラッシュアップ・練習内容を元に、
VC･事業者(審査員)、オーディエンスの前で事
業プレゼンを行います。あ 

 審査員は、ベンチャー企業に対して資金投資、
事業提携の視点から評価を行います。 

 審査の結果、高い評価を得たベンチャー企業
には賞を授与します。 

交流会 
 名刺交換やフリートークの場を設け、参加者
のビジネスを広げるネットワーク作りの場を提
供します。 

ピッチコンテスト 会場風景 

13 
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プラットフォームとしての取り組み事例 ⑤ 

STARTUP PRESS(スタートアッププレス) 

「日本で起業家という生き方をメジャーに」というコンセプトの下、スタートアップ×メディアのマッチン
グイベントを開催しております。 2014年10月のイベントでは注目のスタートアップ企業10社と、テレビ、
新聞、雑誌・出版、WEBメディアの記者や編集者約50名が集い、ピッチイベントを開催。「スタートアッ
プがチャレンジする10の社会問題」と題して、ジャーナリストの田原総一朗氏を前に、各社の代表者
がプレゼンを繰り広げました。 

▲登壇した企業の中で、田
原氏が選ぶ今一番面白い
スタートアップ企業に選ば
れた株式会社スペースマー
ケット。空きスペースの貸し
借りのマッチングサイト「ス
ペースマーケット」を運営す
る。 

▲今回の登壇者の最年少、
株式会社グノシーの代表取
締役福島良典氏。運営する
ニュースキュレーションアプ
リ「グノシー」は2014年10

月現在600万ダウンロード
を突破。 

▲会場にはテレビをはじめ
とするメディア関係者が多
数来場しました。 

14 
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Public Pitch(パブリックピッチ) 

官公庁・自治体に対する、ベンチャー企業の認知度の向上及び取引機会の創出を促進を目的とした、スタートアップ企業
によるピッチイベントを関東経済産業局管内を中心としたベンチャー政策担当者向けに開催しました。 

官公庁・自治体による 

ベンチャー企業への仕事発注の増加 

 信用力向上 

 売上実績UP 

 

 コストカット 

 新しいサービス導入による 
自治体のブランディング 

 業務の効率化 

ベンチャー企業側のメリット 国、自治体側のメリット 

背景 開催概要 

ベンチャーへの発注を増やすメリット 

官公需法改正 

日本再興戦略２０１４改訂版において、「官公需についての中小
企業者の受注の確保に関する法律」（官公需法）を見直し、中
小・ベンチャー企業の政府調達への参入促進することが盛り込
まれ、官公需諸制度の整備がなされる見込みとなっている。 

 トーマツ ベンチャーサポートと関東経済産業局と連携し、
開催。 

産業振興関連部署＋官公庁などに所属する、政策に携
われる方を対象に。定員を30名程度に限定。 

 トーマツ ベンチャーサポートが厳選した6社によるプレゼ
ン 

 

プラットフォームとしての取り組み事例 ⑥ 

◄クラウド型で、簡単にマニュ
アル作成が可能できる
「Teach Me」を展開する株

式会社スタディスト。既に自
治体との取組を行っており、
今回のピッチでも大きな関心
を集めていました。 

15 
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 最新     
トレンドの  
把握 

 目利き・   
分析能力の 

向上 

 実際の   
支援方法を 
検討 

トーマツベンチャーサミットの開催（年１回） 

 

Incubate School（インキュベートスクール） 

ベンチャー企業の支援者を育成することを目的として、銀行や公庫等の金融機関においてIncubate Schoolを開催してい

ます。若手企業家15人程度と金融機関の役員や管理層を50名程度集め、勉強会や、パネルディスカッション、交流会等

を行っています。 

プラットフォームとしての取り組み事例 ⑦  

各ベンチャー支援をより強力に 
推進できる体制を構築 

勉強内容 

会場風景 

◄日本政策金融公庫で行われ
たイベントの様子。パネルディ

スカッションにおいては、「ビジ

ネスモデルの選定、資金調達、

資本政策において重視したこと

」や「起業を決意した原体験、ビ

ジョンや実現したい世界観」を

テーマに熱い議論が繰り広げ

られました。 

◄役員や管理層に対しても、
ベンチャーのリアルな熱気
が伝わり、質問も多く飛びか
いました。 

開催の背景 

安部改造内閣の最大の課題と位置付けられている「地方
創生」。その地方の創生を担っている中小企業に対して金
融機関の活躍が期待されています。また、金融機関が果
たすべき役割について、金融庁より『金融モニタリング基本
方針』が発表される等、金融機関による企業支援の機運が
高まっています。 

16 
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トーマツベンチャーサミットの開催（年１回） 

 

起業家教育コンテンツ 

学生向けに起業家の考え方を学び、仕事観を醸成するための教育コンテンツを展開しています。 

開催校出身の起業家の講演、社会課題を発見し解決策を模索するワークショップ、解決策を事業化するワークショップな

どを中心に開催しています。 

プラットフォームとしての取り組み事例 ⑧ 

  ▲ 

◄ 慶應義塾高校での
Dream schoolの様子 

Dream school 

現在慶応義塾高校をはじめとする有名校
において、トーマツ ベンチャーサポートが

無料で展開している、社会課題を解決する
リーダーを生み出す高校生向け教育プロ
グラム。 

キッザニア 

キッザニア×トーマツ ベンチャーサポートで起
業家塾を開催致しました。小中学生を対象に
起業についての簡単な体験と講座を行いまし
た。 

キッザニアでの体験 
の様子▼ 
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トーマツベンチャーサミットの開催（年１回） 

 

起業家朝会 

毎週水曜日、朝8時から早朝ピッチ会、勉強会を実施しております。ビジネスモデル

構築に悩むSeed・Early期のスタートアップを対象に、ビジネスプランの発表及び専

門家からのフィードバックを受けることにより、人にしっかり話す事で頭の整理、新し

いモノの見方を示唆します。週ごとにテーマを設定しています。 

 

 

事業立ち上げから効率的な仮説検証方法と、

そのマネジメント手法について学んでいきます。 

プラットフォームとしての取り組み事例 ⑨ 

新聞やWeb等メディアの視点から自社サービ

スのPRすべきポイントについて学んでいきま

す。 

出資を受けるにあたって、投資家が投資実行

に当たって見ている観点について学んでいき

ます。 

日本政策金融公庫のご担当者から、スタート

アップの創業期に有用な創業融資や資本性

ローンについて学びます。 

各回テーマ 

リーンスタートアップ 

メディア 

エクイティ 

ファイナンス 

創業融資 

朝会風景 
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