平成 26 年 7 月

事務局各位
四国ニュービジネス協議会連合会
一般社団法人徳島ニュービジネス協議会

平成 26 年度 第 2 回 四国 4 県合同例会のご案内
合同例会のご案内
拝啓 日頃は格別のご高配を賜り、ありがたく御礼申し上げます。
さて、この度、
この度、第
県合同例会を開催いたします
100 名が一
この度、第 2 回 四国 4 県合同例会を開催いたします。ニュービジネス協議会と起業家と県内外学生
堂に出会う場所という事でベ
ベンチャーキャンプを企画いたしました。ベンチャー企業経営者、ベンチャーキャピタリスト
などによる講演会・パネルディスカッションを予定しております。業界の最先端の話が聞ける他、様々な世代で親睦を深
める事を目的に開催します。
お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、ぜひご参加いただけますようお願い申し上げます。
敬具



ベンチャーキャンプｉｎ 海陽町



開催日時 ： 平成 26 年 9 月 6 日（土）～7 日（日） 11：20～ スタート（予定）



開催場所 ： まぜのおかキャンプ場

9月6日
第1部

《セッション》 11：20～
参加講師



馬場 一明氏 NHN playart 株式会社執行役員エグゼクティブ・ディレクター



村口 和孝氏 日本テクノロジーベンチャーパートナーズ投資事業組合代表



安藤 庄平氏 サムライインキュベート



川岸 亮造氏 株式会社 KOMPEITO 代表取締役 CEO



石田 言行氏 株式会社 trippiece（トリッピース）代表取締役



奥田 浩美氏 株式会社たからのやま（株式会社ウィズグループ）代表取締役



鈴木 史郎氏 株式会社鈴木商店代表取締役



兵頭 将勝氏 株式会社 Studio23 代表



吉田 基晴氏 サイファー・テック株式会社代表取締役
立石 聡明氏 一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会副会長

第2部

《ワイルド･バーベキュー大会》 19：00～ バーベキュー参加費 ￥4,500
イノシシ丸焼き＆海の幸バーベキューなど

《AWA シャウト》
企業経営者 20 人が若者にもの申す！

《宿泊施設へ》 22：00～
宿へ

9月7日

宿泊費 ￥5,500

※民宿白木屋または民宿砂美へは会場から送迎バスが出ます。

《エクスカーション》 9：30～11：30

※別途料金必要

海水浴（無料）/磯釣り入門/ブルーマリン乗船/シュノーケリング/シーカヤック
シーカヤック＆シュノーケリング/サーフィン体験初心者スクール/スキューバダ
イビング/座禅体験

※詳細は別紙記載

【お問合せ】
一般社団法人徳島ニュービジネス協議会
電話：088-654-5411
FAX：088-654-5510

office@tnbc.or.jp

平成 26 年度第 2 回四国 4 県合同例会お申込書
（ベンチャーキャンプｉｎ海陽町）

※8 月 15 日(金)締切
※複数のお申込みの場合は、恐れ入りますがこちらの用紙をコピーしてご使用下さい。

ご芳名

連絡先

会社名

お役職名

アクセス方法
）台（
）人で乗り合わせ
□ 車 （
□ バス 8：30（発）徳島駅～会場まで無料の貸切バスをご用意しております。 （所要時間 2 時間 30 分）
バーベキュー大会に参加しますか？ □はい
宿泊のご予約
宿泊のご予約を
ご予約をしますか？

□はい

□いいえ
□いいえ

※今回、宿泊先として民宿白木屋、民宿砂美をご用意しております。
※部屋の割り振りについてはこちらで決めさせていただきますので予めご了承くださいませ。
※参加者多数の場合は相部屋をお願いする場合がございます。

エクスカーション
□ 海水浴（無料）
海水浴（無料）

□ 磯釣り入門（
磯釣り入門（1,000 円）

□ ブルーマリン乗船（
ブルーマリン乗船（1,800 円）

□ シュノーケリング（
シュノーケリング（2,000 円）

□ シーカヤック（
シーカヤック（2,000 円）

□ シーカヤック＆
シュノーケリング（
シュノーケリング（3,000 円）

□ サーフィン体験
初心者スクール（
初心者スクール（5,400 円）

□ スキューバダイビング

□ 座禅体験（
座禅体験（800 円）

（10,368 円）

一般社団法人徳島ニュービジネス協議会行

FAX：
FAX：088088-654654-5510

エクスカーション（詳細）

時間

料金

実施機関

備考

海水浴

9：00～11：30

無料

大砂海岸

トイレ・シャワー付

磯釣り入門

8：30～11：30

1,000 円

ませぜのおか

竿レンタル・エサつき

ブルーマリン乗船

9：00

1,800 円

海中観光船ブルーマリン

12：00～16：00 にも 1 時間お

※海洋自然博物館マリンジャム内

きに出航しますが、無料送迎

10：00
11：00
シュノーケリング

シーカヤック

10：00～12：00

10：00～12：00

バスは利用できません
2,000 円

2,000 円

竹が島シーカヤック

消費税・保険料・用具レンタ

*海洋自然博物館マリンジャム内

ル・指導料込

竹が島シーカヤック

2 人乗り,1 人乗りは 2,500 円

*海洋自然博物館マリンジャム内
シーカヤック＆

10：00～12：00

3,000 円

2 人乗り,1 人乗りは 2,500 円

*海洋自然博物館マリンジャム内

シュノーケリング
サーフィン体験

竹が島シーカヤック

9：00～11：00

5,400 円

パビリオンサーフ

9：00～15：00

10,368 円

海底少年

初心者スクール
スキューバダイビング

定員 8 名/消費税・漁業協力
金・施設利用料・昼食代含む
※帰りの徳島市内への無料送迎
バスは利用できません。

座禅体験

9：00～11：00

800 円

徳島ニュービジネス協議会

定員 20 名/城満寺/薄茶・和菓
子付き

※参加者への利便性を考慮しご予約の取次のみになります
ご予約の取次のみになります。代金の支払い、予約確認などもご本人様と実施機関で直接行
ご予約の取次のみになります
って頂きます。
※会場から実施機関については無料の送迎バスが出ますが時間によっては対象外になりますのでご注意ください。
※期日までに定員に達した場合は、期日前に締め切ることがあります。

