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イスラエル イノベーションフォーラム “New Momentum in Israel”
“起業国家”イスラエルとの連携で先端を走る日本企業から見た、
イスラエルの本質的魅力とビジネストレンドについて
日 時 ： 2018年1月16日（火） 13:30 ～ 17:30 （開場 13:00）
場 所 ： 東京コンベンションホール 大ホール （東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン5F）
主 催 ： デロイト トーマツ グループ、イスラエル大使館 経済部
イスラエルは“Startup Nation” （起業国家）として第2のシリコンバレーとも呼ばれ、特に0から1を産みだすイノベーティブ
なハイテク技術は、 IoTやAI（人工知能）、ビッグデータ、セキュリティ、ロボティクスから、金融（Fintech）、バイオ、農業、水
処理などの幅広い分野で世界的にも定評があります。
当グループでは数年前よりイスラエルの重要性を日本企業の皆さまにご紹介するフォーラムを定期的に行ってまいりま
した。今回のフォーラムは、第1部を講演をメインとしたインタラクティブセッション、第2部をイスラエルのベンチャー企業に
よるピッチイベントとする2部構成となります。
第1部では、同国との深いつながりが深く、直近で大きな取り組みを進められた日本企業の経営者をお招きし、デロイトメ
ンバーとのインタラクティブセッションの中で、イスラエル企業とのビジネスの特徴やポイントなどについて本音をお話し頂
きます。また第2部では、イスラエルのモビリティ関連ベンチャー企業11社に登壇頂くピッチセッションを実施し、その具体
的な魅力を体感頂きます。
日本企業がイスラエル企業への投資や提携を検討・実施する際に重視すべきポイント、課題やニーズなど、日本・イスラ
エル双方の企業成長に寄与し、両国間ビジネスの促進の加速に繋がる幅広い情報をご紹介致します。
ご多忙中とは存じますが、是非ご参加下さいますようお願い申し上げます。
【 第1部】 13:30 – 15:50 イスラエル概要・動向及び進出企業様事例
■ インタラクティブセッション

1．Dr. Antonio Avitabile ※同時通訳有り
General Manager Strategic Technology Partnerships Technology Office Semiconductor & Electronic Solutions
Sony Europe Limited
2．石森 博光 氏
アドイノベーション株式会社 代表取締役社長
3．楢崎 浩一 氏
SOMPOホールディングス株式会社 グループCDO 常務執行役員

4．矢代 博行 氏
TDKラムダ株式会社 代表取締役社長
■ 講演 「Introduction to Israel’s Startup Ecosystem」
Tal Chen ※同時通訳有り
Partner, Head of TMT Corporate Finance – Innovation Tech Terminal, Deloitte Israel
【 第2部】 16:05– 17:30 イスラエルのモビリティ関連ベンチャー企業によるピッチセッション
日本企業とイスラエル企業との連携機会の拡大をテーマに、イスラエルのモビリティ関連ベンチャー企業によるピッチイベン
トと交流会を実施いたします。
お申込URL：

https://www2.deloitte.com/jp/semi4145
（詳細は次ページ以降をご覧ください）

プログラム詳細 【第一部】 13:30 – 15:50

主催者
挨拶

小川 陽一郎
デロイト トーマツ グループ CEO
Noa Asher
Economic Minister, Head of Economic and Trade Mission
Embassy of Israel in Japan

■ 「Israel – Japan Successful Collaboration」
Dr. Antonio Avitabile ※同時通訳
General Manager Strategic Technology Partnerships Technology Office Semiconductor & Electronic
Solutions, Sony Europe Limited
■ 「イスラエル企業Tapticaのグループ入りで急成長した広告会社〜イスラエルの技術力と日本文化の化学反応〜」
石森 博光 氏
アドイノベーション株式会社 ※イスラエルのメディア企業Taptica社が2017年に買収
代表取締役社長

インタラク
テ ィブ
セッション

【モデレーター】
横田 智史
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー
パートナー
■ 「SOMPOホールディングスのデジタルトランスフォーメーション」
楢崎 浩一 氏
SOMPOホールディングス株式会社 グループCDO 常務執行役員
■ 「イスラエルにおけるものづくり」
矢代 博行 氏
TDKラムダ株式会社 代表取締役社長
【モデレーター】
藤井 剛
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
ストラテジー パートナー

講演

■ 「Introduction to Israel’s Startup Ecosystem」
Tal Chen ※同時通訳
Partner, Head of TMT Corporate Finance – Innovation Tech Terminal, Deloitte Israel

休憩 （15分）

プログラム詳細 【第二部】 16:05 – 17:30
日本企業とイスラエル企業との連携機会の拡大をテーマに、イスラエルから来日予定のモビリティ関連
ベンチャー企業11社によるピッチセッションを開催いたします。
イベント終了後、登壇企業との情報交換交流会をご用意しておりますので是非ご参加ください。

ピッ チ
イベント

【ファシリテーター】
森 主門
デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社
グローバルイノベーションチームリーダー
森山 大器
デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

※ 講演テーマ・講師は変更となる場合がございます。
講演の録音、録画はご遠慮いただいております。
英語による講演には日本語通訳が入ります。
また、当日は報道機関の取材やフォーラム紹介のための撮影が入る予定がございます。予めご了承ください。

 申込URL

https://www2.deloitte.com/jp/semi4145
※お申込は株式会社シャノンのサービスを利用しています。ご記入いただく内容はSSL暗号化通信により内容の保護を図っております

 申込締切

2018年1月12日（金）

 定員

200名
※お申込多数の場合はやむを得ず抽選とさせていただく場合がございます。また、主催者の同業者様のお申込はご遠慮下さい。

 受講料

無料

 アクセス
東京コンベンションホール 大ホール
東京都中央区京橋3-1-1

東京スクエアガーデン5F

JR東京駅
八重洲南口より 徒歩 5 分
地下鉄有楽町線銀座一丁目駅
7番出口より 徒歩 2 分
地下鉄銀座線京橋駅
3番出口直結
JR有楽町駅
京橋口より 徒歩 6 分
地下鉄浅草線宝町駅
A4出口より 徒歩 2 分
＜す でにユーザー登録されてログインID・ パス ワードをお持ちの方＞
デロイト トーマツ グループのセミナーにお申込いただき、ロ グイン ID／パスワード をお持ちの方は、表面Webサイトより、ロ グイン ID／
パスワードを入力して[ログイン]をクリックしてください。
＜ま だユーザー登録をされていない方＞
表面Webサイトより、[新規ユーザー登録はこちら]をクリック し、ロ グイン ID／パスワード を設定してユーザー登録を完了後、設定した
ログインID／パスワードでセミナーにお申込ください。
 ユ ー ザー登録をしていただくと
共通のログインID／パスワードを利用して、以下のサービスの利用が簡単にできるようになります。
• デロイト トーマツ グループ主催のセミナーへの申込
• デロイト トーマツ グループ発行のメールマガジンへの購読申込
• 個人用「マイページ」

 マイペー ジについて
ご自身のマイページより、受講票の取得／登録個人情報の確認・変更／ログイン ID・パス ワードの変更／申込内容の確認ができます 。

 お問合せ先

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 セミナー事務局
E-mail： dtc_seminar@tohmatsu.co.jp
TEL：03-4218-4685
※電話によるお問合せ受付時間：平日10:00～11:45、12:45～17:00
※2017年12月29日（金）から2018年1月8日（月）まで、年末年始休業とさせていただきます

デロ イト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファ ー
ムであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、
デロ イト トーマツ ファ イナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポ
レート ソリューショ ン合同会社を含む）の総称です。デロイトトーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェ ッショ ナルグループの
ひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファ イナンシャルアドバ
イ ザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に約11,000名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライ
アン トとしています。詳細はデロイトトーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）を ご覧ください。
Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネット
ワーク組織を構成するメンバーファ ームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファ ームはそれぞ
れ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitteのメン
バーファ ームによるグローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about を ご覧ください。

© 2017. For inf ormation, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

