
                                 

 

       2022 年 10 月 20 日 

一般社団法人千葉イノベーションベースとの講演会の共催について 

千葉銀行（頭取 米本 努）は、2022年 11月 28日（月）、一般社団法人千葉イノベーションベース
※（代表理事 内藤 真一郎、以下「千葉イノベーションベース」）と「Innovation conference 2022」

を共催します。 

当行は、千葉県から優れた起業家や株式公開を遂げる企業を生み出すため、起業家同士が互いに高

め合う機会を創出する、という千葉イノベーションベースの趣旨に賛同するとともに、地域金融機関

として、起業家や連携機関の紹介等により、その活動を支援しています。 

本講演会は、千葉イノベーションベースの設立１周年に合わせて開催するもので、著名な起業家の

講演や、千葉県を拠点として活躍する方々によるパネルディスカッションを行い、千葉県発のイノベ

ーション創出および起業家教育の好循環を生むことを目的としています。 

当行は今後もスタートアップ支援の取組みを通じて、地域社会の持続的な発展に貢献してまいりま

す。 

※千葉県内から有力な起業家、企業を輩出することで地域活性化を目指す経営者個人のコミュニティ。千葉県に

ゆかりのある経営者が会員となり、定期的な会合等で互いに学び合う機会を設けている。 
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名 称 Innovation conference 2022 

開 催 日 時 2022年 11月 28日（月） 18:00 ～ 20:30 

プ ロ グ ラ ム 

○主催者挨拶・来賓挨拶 

○基調講演 ヤフー株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 ＣＥＯ 小澤 隆生 氏 

株式会社メディアドゥ 代表取締役社長 ＣＥＯ 藤田 恭嗣 氏 

○パネルディスカッション 「千葉県発のイノベーション創出の活性化」 

会 場 ペリエホール （ＪＲ千葉駅 ペリエ本館７階） 

費用/対象者 無料 / 成長意欲のある起業家・会社経営者、起業を計画する方、学生 

主 催 千葉イノベーションベース 

共 催 千葉銀行 

協 力 
千 葉 県 、 国 立 大 学 法 人 千 葉 大 学 、 千 葉 日 報 社 ク ロ ス メ デ ィ ア 局 

株式会社地域新聞社、株式会社オニオン新聞社、ペリエ千葉 

後 援 
千葉市、読売新聞千葉支局、株式会社ジェイコム千葉、千葉テレビ放送株式会社 

株式会社ベイエフエム、SKYWAVE FM89.2  

＜本件の取組みに関するゴール＞ 

 



起業家たちよ、

地方から世界を変えてやろう、

世界を驚かそう

一般社団法人千葉イノベーションベース（CIB） 代表理事 内藤真一郎
（株式会社ファインドスターグループ代表取締役）は、千葉県から優れた起
業家やＩＰＯを遂げる事業者を生み出すため、アントレプレナーシップを
持った起業家同士が互いに高め合う機会や、学生等の起業家候補が身近
な先輩起業家と交流できる場の提供に取り組んでいきます。そのスタート
として、「Innovation conference 2022」を開催致します。国立大学法人 
千葉大学や千葉県、千葉市、地元メディア各社等の協力や後援を得ること
で、産官学金の連携で千葉県発のイノベーション創出に貢献致します。
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18:00～20:30
11.28Mon

受付開始 17:30

Innovationconference
2022

千葉県から優れた起業家や

IPOを遂げる事業者を生み出す

CONTENTS
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代表理事 内藤真一郎

■ご挨拶
◎千葉県知事　熊谷 俊人 氏

◎国立大学法人 千葉大学
　理事（研究担当）、学術研究・イノベーショ推進機構（IMO）機構長
　藤江 幸一 氏

◎株式会社千葉銀行　取締役専務執行役員　山﨑 清美 氏

■基調講演

■パネルディスカッション
　テーマ：千葉県発のイノベーション創出の活性化
【パネリスト】
◎国立大学法人 千葉大学
　学術研究・イノベーション推進機構（IMO） 特任教授
　片桐 大輔 氏

◎株式会社千葉銀行　法人営業部長 齊藤 成 氏

一般社団法人千葉イノベーションベース（CIB） 
◎株式会社フューチャーリンクネットワーク　代表取締役 石井 丈晴 
◎株式会社WDC　代表取締役 上石 泰義

【ファシリテーター】
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場　所：ペリエホール
 （JR千葉駅直結 ペリエ千葉本館7F）

住　所：千葉県千葉市中央区新千葉一丁目1番1号
 ペリエ千葉本館 7F

参加者：成長意欲のある起業家 ／ 経営者
 起業家予備軍、学生
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後援　千葉市 ／ 千葉テレビ放送株式会社 ／ 株式会社ベイエフエム ／ SKYWAVE FM89.2 ／ 読売新聞千葉支局 ／ 株式会社ジェイコム千葉

協力　千葉県 ／ 国立大学法人千葉大学 ／ 千葉日報社クロスメディア局 ／ 株式会社地域新聞社 ／ 株式会社オニオン新聞社 ／ ペリエ千葉共催

千葉イノベーションベース ／ CHIBA INNOVATION BASE
千葉県船橋市西船4-19-3　株式会社フューチャーリンクネットワーク内
 contact@cib.xibase.jp

主催
Innovation conference 2022
参加登録はこちらから



CIBは、東京一極集中の現状を解消し、千葉県単体で「情報の質と量」をカバーすることで、千葉県からも有力な「起業家」「企業」を輩出し、千葉県の活性化を実現することを目
的とするコミュニティです。活動を通じてその “土壌作り” を行って参ります。活動にあたっては、EO（年商1億円を超える会社の起業家のみが入会可能、世界で14,000名以上の
会員を擁する世界有数の起業家組織）と連携し、EOの仕組みを活用しながら、「上場」または「上場相当以上」の経営目標にコミットした起業家と、県にゆかりのある経営者でお
互いに学びあいます。今回1周年記念として本取り組みをスタートさせていきます。
CIBの他にも、IBシリーズとして、すでに徳島県（TIB）岩手県（IIB）愛知県（AIB）静岡県（SIB）にて、同様の取り組みが始まっており、他に20以上の県が立ち上げ準備中です。

一般社団法人 千葉イノベーションベース（CIB）とは？

Innovationconference2022起業家たちよ、
地方から世界を変えてやろう、世界を驚かそう

KEYNOTE 基調講演登壇者の皆様

1994年 大学在籍時に創業。その後1996年に ㈲フジテクノを設立したのち、1999年に㈱メディアドゥ設立。創業時より様々な事
業を手掛け、2006年より電子書籍流通事業を開始。 2013年 東証マザーズ上場、2016年東証一部へ市場変更、2022年4月より
東証プライム市場。CEOとして経営戦略、特に新たな企業価値の柱の創造を担う。 また、2020年には起業家支援を目的とした一
般社団法人徳島イノベーションベースを設立し、代表理事に就任。起業家組織EO Tokyo 第24期会長を務めるなど、起業家とし
ての社会貢献にも取り組む傍ら、地元である徳島県木頭村（現 那賀町）にて、2013年より地方創生事業にも精力的に取り組む。
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株式会社メディアドゥ
代表取締役社長 CEO　藤田 恭嗣 氏
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代表取締役社長 CEO　藤田 恭嗣 氏

1995年CSK入社後、1999年に古本や中古CDなどの販売・買取サイトを運営するビズシーク設立。2001年、楽天によるビズシー
クの完全子会社化等を経て、楽天入社。オークション事業担当執行役員。2005年1月、楽天野球団取締役事業本部長。2011年に
オンラインマーケティング会社を設立、2012年にヤフー（現＝Zホールディングス）が同社を買収。ヤフー入社。2013年、ヤフー執
行役員ショッピングカンパニー長、2018年常務執行役員ショッピングカンパニー長、2019年取締役専務執行役員COOを経て、
2022年から代表取締役社長 社長執行役員CEOに就任。 千葉県出身、成田高校卒業。
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PANEL DISCUSSION テーマ：千葉県発のイノベーション創出の活性化

2000年創業。持続的かつ発展的地域社会モデルの構築を事業理念に、地域情
報プラットフォーム“まいぷれ”を運営。地域情報流通事業と官民協業事業を手
がける。 2021年　東証マザーズ上場。 八千代市在住。県内スタートアップ。
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2020年創業。『～もっと良い保険、もっと簡単に～』をスローガンに、プロの10
万件以上保険相談ノウハウを詰め込んだロボット保険ガイド『リアほ』を運営。
「リアほ」はデジタル/オンラインで必要な保険の診断から契約まで完結できる
サービス。船橋発のスタートアップ。
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株式会社WDC
代表取締役　上石 泰義 [CIB会員]
株式会社WDC
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PANELIST

千葉大学大学院医学薬学府博士課程修了(薬学博士)。(独)日本学術振興会特
別研究員として薬学研究に従事したのち、(独)新エネルギー・産業技術総合開
発機構(NEDO)のNEDOフェローとして研究成果の実用化、並びにベンチャー
支援の実践的業務を遂行。その後、大学発バイオ系ベンチャーを起業し経営を
実践。経営の傍ら大学で産学連携業務、イノベーション教育を実施。その後、官
民投資ファンドにベンチャーキャピタリストとして参画し、複数の大学発スタート
アップに投資。投資先社外取締役を務め企業価値向上に努める。2022年1月よ
り現職。第12回(平成26年度)産学官連携功労者表彰 経済産業大臣賞。
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千葉県木更津市出身。1995年 ㈱千葉銀行入行。
シンガポール駐在員事務所長、法人営業部 成長ビジネスサポート室長、八潮
駅前支店長、秘書室長を経て、2021年より法人営業部長。
「千葉市貿易振興会」副会長、「市原市産業活性化会議」委員、「木更津工業高
等専門学校運営諮問会議」委員、「ベンチャーカップCHIBA」審査員など、多数
の公職を務める。
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FACILITATOR

千葉県の地域活性をドメインの中心に、Growth支援事業を展開。地方自治体、地域企業の事業戦略のコンサルティングから、事業開発、プロジェク
ト運営を展開。 各種デジタルマーケティングを支援し企画から実行までワンストップでサポートを提供。起業家支援においては千葉県のちば起業家
応援事業（イノベーティブハイブ）の企画・運営を行っている。
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お問い合わせ先
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