2021 年 4 月 2 日

「金融よろず相談窓口 in なごのキャンパス」の創業支援体制拡充および
「シリアルアントレプレナーを目指してIPOとM&Aを考えるセミナー」の開催について
～名南M&A株式会社と連携開始～
名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、2020 年 7 月から実施している「金融よろず相談窓口 in
なごのキャンパス※1」の連携機関に名南 M&A 株式会社を加え、創業支援体制をさらに拡充いた
しますのでお知らせします。
また、当行は、名南 M&A 株式会社、名古屋商工会議所、東海東京証券株式会社、なごのキャ
ンパスとともに「シリアルアントレプレナー※2 を目指して IPO と M&A を考えるセミナー」を
下記の通り開催いたします。
当行は今後も、スタートアップ支援を通じて、地域の「未来」を創造し、地域社会の繁栄に資
する取組みを積極的に行ってまいります。
※1 なごのキャンパスは、名古屋市旧那古野小学校施設活用事業として、名古屋駅近くの閉校となった
「那古野小学校」を活用した、東和不動産株式会社が運営するスタートアップ支援拠点です。
※2 シリアルアントレプレナー（serial entrepreneur）とは、連続して何度も新しい事業を立ち上げる
起業家のことです。

記
1．
「金融よろず相談窓口 in なごのキャンパス」の新体制について
開催日時

2021 年 4 月 21 日（水）より毎月第 3 水曜日 10：00～17：00
（開催日時が変更となる場合もございますので、詳しくはお問合せください。）

場

所

なごのキャンパス コワーキングスペース

対 象 者

なごのキャンパス入居企業、または創業予定のお客さま

内

事業計画及び資金調達等の創業に関するご相談・情報提供

容

（ご相談内容に応じ、連携機関の担当者を交えた面談を実施）
連携機関

名南 M&A 株式会社、日本政策金融公庫、愛知県信用保証協会、
名古屋市信用保証協会、名古屋商工会議所

2．
「シリアルアントレプレナーを目指して IPO と M&A を考えるセミナー」について
第1回
第2回
第3回
開催日時・概要
第4回
第5回
第6回
開 催 場 所

2021 年 4 月 21 日（水）
18：00～19：00
2021 年 5 月 19 日（水）
18：00～19：00
2021 年 6 月 16 日（水）
18：00～19：00
2021 年 7 月 21 日（水）
18：00～19：00
2021 年 8 月 18 日（水）
18：00～19：00
2021 年 9 月 15 日（水）
18：00～19：00

IPO 体験談
中小企業 M&A の全体像
IPO：M&A 比較検討 ①準備期間
IPO：M&A 比較検討 ②実行期間
IPO：M&A 比較検討 ③実行後
まとめ

なごのキャンパス
（Web ツール「Zoom」を利用したオンライン形式とのハイブリッド開催）

主

催

名南 M&A 株式会社、名古屋商工会議所、なごのキャンパス、
東海東京証券株式会社、名古屋銀行

参

加

費

申 込 方 法

無料
別添チラシの二次元バーコード、もしくは下記 URL にアクセスしていただき、
フォームに必要事項をご入力のうえ、お申込みください。
URL：https://questant.jp/q/V2YPBELT

お問合せ先

名南 M&A 株式会社 事業戦略部 小玉、小森 TEL：052-589-2795
以

上

無料セミナーのご案内
※ＷＥＢ/リアルハイブリッド

シリアルアントレプレナーを目指して

ＩＰＯとＭ＆Ａを考えるセミナー
第１回 2021年

4 21
月

日

水 18:00-19:00

6ヶ月連続開催！

アントレプレナー（起業家）の皆様が、ＩＰＯの経験談を聞かれることは多々あるのではないでしょうか。ＩＰＯを実現するため
には、事業を軌道に乗せるだけではなく、社内体制の整備や監査など、いくつもの厳しいハードルを乗り越える必要があり
ます。幾多の困難を乗り越えてＩＰＯを実現した暁には企業としての名声と信頼が得られる一方で、ＩＰＯ後もディスクロー
ジャーや株主対応などが待ち受けています。
かたや、もう一つのイグジット手段であるＭ＆Ａのお話を聞かれることはそう多くはないかもしれません。巷では「ＩＰＯ崩
れ」という言葉も聞かれるなど、Ｍ＆Ａに対してネガティブなイメージをお持ちの方もいますが、ＩＰＯにもＭ＆Ａにもそれぞれ
のメリットとデメリットがあります。

今回は「日夜Ｍ＆Ａを支援する一方で、自らもIPOを経験した企業」である名南Ｍ＆Ａ株式会社が、「ＩＰＯとＭ＆Ａの裏表
を包み隠すことなくお伝えする」という趣旨のセミナーを企画しました。アントレプレナーの皆様がＩＰＯとＭ＆Ａを理解され、
どちらを目指すべきかをご判断する一助としたく存じますので、奮ってご参加ください。

主
催

名古屋商工会議所
なごのキャンパス
名南Ｍ＆Ａ株式会社

株式会社名古屋銀行
東海東京証券株式会社

シリアルアントレプレナーを目指して
ＩＰＯとＭ＆Ａを考えるセミナー
開催日時・要項

日時

概要

登壇者

第1回

2021/4/21（水）
18：00-19：00

IPO体験談

名南M&A株式会社 代表取締役 篠田康人
株式会社ミダック 代表取締役 加藤恵子様

第2回

2021/5/19（水）
18：00-19：00

中小企業M&Aの全体像

株式会社八事財産コンサルティング 鷹野将和様
株式会社コスモスコンサルティング 磯村崇様
名南M&A株式会社 アドバイザー 水落優、小玉智之

第3回

2021/6/16（水）
18：00-19：00

IPO：M&A比較検討
①準備期間

名南M&A株式会社 代表取締役 篠田康人
株式会社MTG Ventures 代表取締役 藤田豪様

第4回

2021/7/21（水）
18：00-19：00

IPO：M&A比較検討
②実行期間

名南M&A株式会社 取締役 青木将人
東海東京証券、あずさ監査法人（予定）

第5回

2021/8/18（水）
18：00-19：00

IPO：M&A比較検討
③実行後

名南M&A株式会社 代表取締役 篠田康人
セレンディップコンサルティング株式会社 代表取締役 高村徳康様

第6回

2021/9/15（水）
18：00-19：00

まとめ

名南M&A株式会社 代表取締役 篠田康人
なごのキャンパス・名古屋キャピタルパートナーズ・名古屋商工会議所（予定）

※各回終了後、懇親会をご用意いたしております。

開催場所

なごのキャンパス

※ 定員20名

愛知県名古屋市西区那古野２丁目１４－１

ＷＥＢ：Ｚｏｏｍ
ＵＲＬはお申込いただいた方にご連絡いたします。
参加費
申し込み方法

無料
右のQRコードを読み取るか、下記のリンクにアクセスしていただき、
フォームに必要事項をご入力の上、お申し込みください。お申し込み確認後、
名南Ｍ＆Ａ株式会社よりご案内のメールをお送りいたします。

https://questant.jp/q/V2YPBELT
いただいたお客様の個人情報は、弊社が属する名南コンサルティングネットワークの各法人で、セミナー申し込み情報として登録し
共有をさせていただきます。この情報は、今後の弊法人主催のセミナー及び名南コンサルティングネットワークの各法人が提供する
商品やサービスのご案内についてのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。詳しくはインターネットに記載の名南コンサル
ティングネットワークの個人情報保護方針をご参照ください（http:// www.meinan.net / group.html）。

申し込み期限
登録変更・取消

４月１４日（水）
登録内容に関する修正・変更・取消につきましては、名南M&A株式会社までメールにて
ご連絡ください（meinan-ma@meinan.net）。

〈お問い合わせ先〉

本セミナーについてのお問い合わせは下記までお願いいたします。

名南Ｍ＆Ａ株式会社

担当：事業戦略部 小玉、小森

住所：〒450-6334 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号ＪＰタワー34階
Tel：052-589-2795（受付時間：平日9:00-18:00）
会社ＨＰ：https://www.meinan-ma.com/

