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企業・事業を牽引する 50 名が集う！ 
秘めた”夢”をプレゼンする「SAMURAI SHOUT！」の登壇者決定！ 

フィランソロフィーセッションに富島寛氏の登壇も決定 
10 月 22日（金）開催「SAMURAI VISION SUMMIT」 

https://svs.samurai-incubate.asia/ 
 

 創業期のスタートアップから出資・成長支援を行う株式会社サムライインキュベート（本社：東京都港区、代表

取締役：榊原 健太郎、以下「当社」）は、2021年 10月 22日（金）に「SAMURAI VISION SUMMIT - 

SVS2021 - 」（通称：SVS）の開催を予定しています。そのコンテンツの一つである、自身の胸に秘めている”

夢”をプレゼン・共有し同志との出会いを目指す「SAMURAI SHOUT！」に登壇する50者が決定いたしまし

た。※登壇者は2頁目をご参照ください。 

また、本イベントセッションの「SESSION 3：日本に必要な“フィランソロフィー“という生き方とは？」に

て、山田進太郎D&I 財団の富島寛氏の登壇が決定いたしました。当初より登壇予定のビル＆メリンダ・ゲイツ財

団の柏倉美保子氏とともにパネルディスカッションを行います。 

 

 今回の「SAMURAI SHOUT！」には、スタートアップから大手企業まで企業形態や規模等関係なく、企業や

事業を牽引する志高い人々から登壇参加の応募をいただきました。1人 2分という短い時間の中で、端的かつ熱

く胸に抱く想いや夢を語っていただきます。トップバッターは山田進太郎D&I 財団の富島寛氏、ラストは

DRONE FUND株式会社の共同創業者/代表パートナー 大前創希氏が飾る予定です。 



■SAMURAI SHOUT！登壇者一覧（登壇予定順・敬称略） 

NO. 社名 肩書き 氏名 

1 山田進太郎D&I 財団 - 富島 寛 

2 
ワンダートランスポートテクノロジーズ

株式会社 

代表取締役 西木戸 秀和 

3 MAMORIO株式会社 代表取締役 増木 大己 

4 ユカイ工学株式会社 代表 青木 俊介 

5 mint 株式会社 代表取締役 田村 健太郎 

6 ギグベース株式会社 代表取締役 田中 祥司 

7 株式会社SAKAMA 代表取締役 柴田 壮潤 

8 株式会社イザワークス 代表取締役 伊澤 伸 

9 株式会社プレタポ 代表 髙山 眞太郎 

10 株式会社トラーナ 代表取締役 志田 典道 

11 
丸紅株式会社 デジタルイノベーション室 

マネージャー 

伊藤 奬悟 

12 株式会社イッパイアッテナ 代表取締役 春木 世覇 

13 日本コンベンションサービス株式会社 Business Development manager 伊藤 ボン 

14 株式会社ベリーグッド 代表取締役 堀内 大 

15 株式会社ディープラストレーディング 代表取締役 堂前 徹 

16 株式会社KUROKO 代表取締役 池村 光次 

17 株式会社RYM&CO. 代表取締役 谷合 竜馬 

18 株式会社NoSchool Founder/代表取締役CEO 徃西 聡 

19 FutuRocket 株式会社 代表取締役 美谷 広海 

20 
JAPAN FAS株式会社 人材紹介事業部 

エグゼクティブディレクター 

横林 範明 

21 AI クレジット株式会社 代表取締役 荒井 健太 

22 株式会社フライブリッジ 代表取締役 古川 佳英 

23 株式会社ココドル 代表取締役 櫻井 颯 

24 クレディ・スイス証券株式会社 投資銀行本部 部長／ディレクター 渋谷 直毅 

25 アプセル株式会社 ファウンダー 野田 智史 

26 株式会社リリピア 代表取締役社長 齋田 和夫 

27 株式会社RASCAL's 代表取締役 山本 哲史 

28 栖峰投資ワークス株式会社 Principal 川村 邦光 

29 株式会社クロノスジャパン 代表取締役 村上 和博 

30 Lark Technologies Pte. Ltd. 日本事業責任者 後藤 元気 

31 pluskampo株式会社 代表取締役 笹森 有起 



32 efoo 株式会社 代表取締役 山本 篤 

33 株式会社 Laspy 代表取締役 藪原 拓人 

34 ascend株式会社 代表取締役社長 日下 瑞貴 

35 航空会社 Assistant Manager 高野 悠 

36 株式会社Backyard 代表取締役 武内 俊介 

37 株式会社 FRoots CEO バローチ ニール 

38 特定医療法人研精会 副理事長 石坂 真一郎 

39 株式会社ReHome 代表取締役 山本 憲弘 

40 株式会社シェアリングエネルギー 事業開発室長 井口 和宏 

41 住友不動産株式会社 ビル営業部 部長 兼松 公彦 

42 株式会社ミーニュー 代表取締役 三宅 伸之 

43 株式会社 Lean on Me 代表取締役 志村 駿介 

44 株式会社SAKURUG 代表取締役 遠藤 洋之 

45 株式会社 FMG CEO 林 亮 

46 
TDK株式会社/秋田ノーザンハピネッツ

株式会社 

アンバサダー（秋田ノーザンハピネ

ッツ） 

池田 恒一郎 

47 株式会社DIVE INTO CODE 代表取締役 野呂 浩良 

48 バイオイノベーションコンサルタント 代表 黒田 垂歩 

49 創業手帳株式会社 代表取締役 大久保 幸世 

50 DRONE FUND株式会社 共同創業者/代表パートナー 大前 創希 

 

■SESSION スケジュール（登壇者敬称略） 

10:00-10:30 OPENING 

10:30-11:30 SESSION 1 

The Startup～GAFAMに変わるスタートアップと日本のネクストスタートアップ～ 

The Startup  代表取締役 梅木 雄平 

12:00-13:00 

 

SESSION 2 

SDGs時代の学校教育～国際バカロレア（IB）は教育界の黒船なのか～ 

サニーサイドインターナショナルスクール 代表 渡辺 寿之 

13:30-14:30 

 

SESSION 3 

日本に必要な”フィランソロフィー”という生き方とは？ 

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団 日本常駐代表 柏倉 美保子 

山田進太郎D&I 財団 富島 寛 

15:00-16:00 

 

SESSION 4 

パレスティナ女性エンジニアが壁を超え、変える世界（英語） 

株式会社パデコ 経済/社会開発部 プロジェクト・コンサルタント 町田 和俊 

 TechWomen Fellow Nadiah Sabaneh 



 Ibtikar Fund Managing General Partner Habib Hazzan 
Ibtikar Fund CFO Reem Qawasmi 

16:30-17:30 SESSION 5 

アフリカンドリーム、出現するヒーローたち ～WITH AFRICA FOR AFRIA～ 

豊田通商株式会社 アフリカ本部COO 今井 斗志光 

 サムライインキュベート Emerging Countries Group Vice President 米山 怜奈 

18:00-19:00 SESSION 6 

環境を変え、更生に導く"少年院の新しい教育の仕組み"とは？ 

法務省 矯正局少年矯正課 企画官 山本 宏一 

※全てのSESSIONに、当社 代表取締役 榊原 健太郎も登壇いたします。 

 

■「SAMURAI VISION SUMMIT -SVS2021-」の概要 

名称：SAMURAI VISION SUMMIT - SVS2021 - 

開催日時：2021年 10月 22日（金）10:00～21:30／受付開始：9:00 

場所：ICI 総合センター Brain Camp（旧 取手市立白山西小学校） 

住所：茨城県取手市寺田5270 ※オンライン開催の予定はありません。 

特設サイト：https://svs.samurai-incubate.asia/ 

一般チケット申込み：https://samurai-vision-summit2021.peatix.com 

ボランティアスタッフの応募：https://forms.gle/caLjr4PRpvg8dJkEA 

入場料：5,000円 

主催：株式会社サムライインキュベート 

※開催にあたり、政府の感染防止対策ガイドラインを遵守し、ソーシャルディスタンスや感染予防対策等、安全

策を徹底いたします。 

※今後、新型コロナウイルスの拡大状況に応じて開催内容が変更となる可能性もあります。最新情報は専用サイ

トをご確認ください。 

 

■SAMURAI VISION SUMMIT について 

2010年～2014年に開催していたスタートアップの祭典「Samurai Venture Summit（通称：SVS）」を、通

称はそのままに名称を「SAMURAI VISION SUMMIT」とリニューアルして復活することにいたしました。当社

が2030年に向けて実現するビジョン「SAMURAI VISION 2030」※1と、当社自身のビジョンである「世界の

人々にとって最も頼れる、誇れる、憧れるサムライ※2に」を実現していくために、同じ志を持つ”仲間が集まる場”

と定義しています。 

※1 2021年 3月 15日付 プレスリリース参照： 

 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000014738.html 

※2 ここでの「サムライ」とは、当社サムライインキュベート限定のものではなく、携わっていただいている全ての人々、 

サムライ魂を持っている人、更に日本全体として考えています。 

 



 

■会社概要 

社名：株式会社サムライインキュベート 

住所：東京都港区六本木1-3-50 

設立：2008年 3月 14日 

代表：代表取締役 榊原 健太郎 

URL：https://www.samurai-incubate.asia/ 

以上 
 
 


