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お問い合わせ
TECH BEAT Shizuoka実行委員会 事務局

techbeat@jp.shizugin.com

お申し込みは
こちらから

7.15-16
2020.

水 木

オ ン ラ イ ン

主  催 TECH BEAT Shizuoka 実行委員会（構成：静岡県、静岡銀行 他）

対  象 静岡県内企業 ／
テクノロジーを有するスタートアップ企業

セッションスピーカー

ゲストスピーカー スピーカー続々決定！

「TECH BEAT Shizuoka 2020」オフィシャルサイト

ポストコロナ社会におけるビジネスを共に学び、実践するための方法論をTECH BEAT Shizuokaで！

コンテンツ詳細は順次オフィシャルサイトにて発表！

基調講演
スタートアップ企業ライトニングトーク
アワード
オンライン個別商談会

プログラム

全て
オンラインで

実施！

新型コロナ対策で注目を集めた
台湾IT大臣も緊急参戦！

静岡県知事
川勝 平太

静岡銀行
代表取締役会長

中西 勝則

TECH BEAT Shizuoka
実行委員会

多摩大学大学院
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田坂 広志 氏池野 文昭 氏
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東 博暢 氏
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VP

（トレジャーデータ創業者）
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Keynote

中華民国政治家
【無任所閣僚の政務委員（デジタル担当）】

／プログラマー

オードリー・タン（唐 鳳）氏

オイシックス・ラ・大地株式会社
代表取締役社長

髙島 宏平 氏 中西 勝則
静岡銀行
代表取締役会長

Special Keynote パネルディスカッション



お問い合わせ

最新の技術、サービスを持つスタートアップ企業が
ビジネスの課題を解決！

and more...

最新のテクノロジーを有するスタートアップ企業と、オンライン上で個別商談が可能
です。スタートアップ企業とのコミュニティをひろげてください。

お問い合わせ TECH BEAT Shizuoka実行委員会 事務局 techbeat@jp.shizugin.com

TECH BEAT Shizuoka とは

スタートアップの最新テクノロジーが一堂に集結。
静岡県の産業活性化とスタートアップの事業促進を目的に、

静岡で新しいビジネスマッチングを創出します。

静岡県内
事業者 スタートアップ

企業

課題の共有

ニーズに
マッチした

スタートアップ企業
のご紹介

テクノロジー
の提供

サービスに
マッチした

静岡県内事業者
のご紹介

Shizuoka

約100社のスタートアップ企業とオンライン商談会

開催概要

トレジャーデータ株式会社 堀内 健后
株式会社HEART CATCH 西村 真里子
株式会社テイラーワークス 難波 弘匡

プロデューサー

日　時

● 静岡県内事業者
● テクノロジーを有するスタートアップ企業
　  ※スタートアップ企業は審査あり

対象者

主　催 TECH BEAT Shizuoka 実行委員会

参加費 無料

10：00 ～ 18：002020年7月15日（水）

16日（木）10：00 ～ 18：00

オンライン
形式

世界中の国々に、大きなビジネスインパクトと変革を強いているポストコロナ社会。新しい生活様式が提唱される中、我々ビジネスを
担う者たちは「新しいビジネス様式」を見出さねばなりません。これまでのビジネスの方法論をアップデートし、今こそスタートアッ
プ企業と共に新しいビジネスの活路を共に作り上げていくべきです。昨年度のTECH BEAT Shizuokaから、さらにパワーアップした
スタートアップ企業コミュニティがあなたのビジネス課題を待っています！

お申し込みはこちらから  「TECH BEAT Shizuoka 2020」オフィシャルサイト

課題・相談事の投稿／テクノロジー企業からの提案／つながり申請／
テクノロジー企業の検索／オンライン商談／コミュニティイベント／
メッセージ・チャット機能／アポイント作成／地方創生＋メディア 等

テクノロジー企業とのつながりをつくる
オンラインビジネスマッチングツールです。

今回のご登録以降、
TAILOR WORKS 内で、

いつでも自由に
ビジネスマッチングが

可能になります。※

とは？

TAILOR WORKSで行える主な機能

https://techbeat.jp/tech-beat-shizuoka-2020/

参加申込方法 TECH BEAT Shizuoka 2020 ONLINE へは、　　　　　　　　 からお申し込みください。
オンラインビジネスマッチングツール

ビジネス課題を抱えているあなた！TECH BEAT Shizuokaのオンライン商談で、
テクノロジーを使ってビジネス課題を解決するきっかけを作りませんか？

下記URL（QRコード）からオフィシャルサイトへ行き、
TAILOR WORKS のご登録へお進みください。

登録フローに従い「ユーザ登録」を行います。

TAILOR WORKS 内
TECH BEAT Shizuoka 2020 イベントページの

「参加登録」でお申し込み完了です。

ご登録アドレスへ届く「承認メール」に記載の
URLクリックで、 TAILOR WORKS 登録完了

スタートアップ企業と商談をご希望の場合は企業情報の入力は必須です。

株式会社SenSprout
株式会社スペースリー
株式会社オプティマインド
株式会社Voicy
株式会社アダコテック
トレジャーデータ株式会社
BASE株式会社
Studio Ousia株式会社
株式会社アプトポッド
株式会社スカイディスク
株式会社SmartHR
株式会社souco
Hmcomm株式会社
株式会社アンドパッド
株式会社ヤプリ
株式会社スタディスト
株式会社ファームフェス
株式会社ベルデザイン
株式会社スマートドライブ
株式会社エクサウィザーズ
株式会社LIGHTz

株式会社タベテク
株式会社Scalar
ブライトコーブ株式会社
株式会社ASM
Wovn Technologies株式会社
Arithmer株式会社
株式会社ブルックマンテクノロジ
Talknote株式会社
イネーブラー株式会社
株式会社
タレントアンドアセスメント
株式会社FullDepth
株式会社Hubble
株式会社ネイン
株式会社レトリバ
株式会社シンカ
株式会社ムスカ
GROUND株式会社
株式会社フォトンラボ
株式会社Cogent Labs
株式会社ナイトレイ

WealthPark株式会社
株式会社アロマビット
株式会社ヘッドウォータース
株式会社
FUTURE VALUES INTELLIGENCE
デザミス株式会社
株式会社MARS Company
ユニファ株式会社
アスタミューゼ株式会社
アクシスモーション株式会社
株式会社QDレーザ
AI inside株式会社
パイフォトニクス株式会社
CBcloud株式会社
ダブルフロンティア株式会社
株式会社NeuralX, inc
トリプル・ダブリュー・ジャパン
株式会社
株式会社トリプルアイズ
株式会社
Geolocation Technology

順不同　※ 6月25日時点

参加スタートアップ企業 約100社が参加予定！

※今回参加いただいた皆様は2020年8月31日まで無料でご利用いただけます。

最新の
スタートアップ
リストは
こちらをチェック


