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SENDAI, JAPAN     
21-22 NOVEMBER 2019

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

宮城県仙台市
2019年11月21日・22日

スポンサー募集のご案内

イグナイト仙台
起業家会議

IGNITE SENDAI
ENTREPRENEUR CONFERENCE



Dates
November 21, 2019

9:30-15:30 Conference/Intilaq

18:00-20:00 Dinner/Downtown

November 22, 2019

9:00-15:30 Conference/Intilaq

November 23, 2019

10:00-14:00 Optional Sendai Tour

Venue
INTILAQ Tohoku Innovation Center located in Sendai, Japan:

2 Chome 9-1 Oroshimachi, Wakabayashi Ward, Sendai, Miyagi  

Anticipated Audience
100+ Attendees

500,000+ Through media platforms

Organizers
The conference is developed and organized by Kimira House in 

conjunction with Sendai City. Kimira House is a non-profit organization 

with a mission to bring more foreign business into the Tohoku region.

日程
2019年11月21日
9:30～15:30　会議／INTILAQ
18:00～20:00 　ディナー/仙台中心街
2019年11月22日
9:00～15:30　会議／INTILAQ
2019年11月23日
10:00～14:00　仙台市内観光（任意）

会場
INTILAQ東北イノベーションセンター（仙台市）：
宮城県仙台市若林区卸町2丁目9-1

予想される対象者
参加者100名以上
メディアプラットフォームを通した視聴者500,000名以上

主催者
当会議はキミラ・ハウスが仙台市と共同で企画・開催します。
キミラ・ハウスは東北地方により多くの外国企業を誘致するこ
とを目的に活動している非営利組織です。



Timeline of Events* 

11月21日
9：30 - 10：25 朝の親睦会
10：30 - 11：00 オープニング
11：00 - 11：55 基調演説／SenTIA
12：00 - 13：00 ランチ
13：00 - 13：45 ワークショップ
14：00 - 14：45 ワークショップ
15：00 - 15：30 閉会の辞
18：00 - 20：00 ディナーイベント

21 November

9:30 -  10:25  Morning Mixer

10:30 -  11:00  Welcome

11:00 -  11:55  Keynote/SenTIA

12:00 -  13:00  Lunch

13:00 -  13:45  Workshops

14:00 -  14:45  Workshops

15:00 -  15:30  Closing

18:00 -  20:00  Dinner Event

イベントスケジュール※

11月22日
9：00 - 9：45 朝の親睦会
10：00 - 10：55 基調講演/水口哲也氏
11：30 - 12：30 基調演説／ハワイアン航空
12：30 - 13：00 ランチ
13：00 - 14：00 Q＆A
14：00 - 15：00 基調講演
15：00 - 15：30 閉会の辞

22 November

9:00 -  9:45  Morning Mixer

10:00 -  10:55  Keynote/Tetsuya Mizuguchi

11:30 -  12:30  Keynote/Hawaiian Airlines

12:30 -  13:00  Lunch

13:00 -  14:00  Q&A

14:00 -  15:00  Keynote Address

15:00 -  15:30  Closing Remarks

11月23日（任意）
10：00 - 14：00 
仙台バスツアー
• 青葉城
• 松島
• など

23 November (Optional)

10:00 -  14:00  

Sendai Bus Tour

• Aoba Ctastle

• Matsushima

• etc.

* Timeline and events may change or adjust. ※ スケジュールとイベントは変更・調整の可能性があります。



Why Have a Conference?
The event will highlight the great opportunities that exist in Sendai for 

entrepreneurs. The event will also promote the city to medium and 

larger corporations seeking to expand into new markets.

Be on the Ground Floor!
Sponsorship of Ignite Sendai will position your company to be in the 

lead to connect with and support new foreign business ventures in the 

Tohoku region.

会議の目的
当イベントは、仙台が秘める起業家にとっての大きなチャンス
に光を当てます。また、新たな市場への進出を目指す中堅企
業・大企業に仙台をPRします。

この機会をお見逃しなく！
イグナイト仙台のスポンサーとなることで、貴社は東北地方で
新たな外国ベンチャー企業といち早くつながりを持ち、彼らを
直接サポートすることができるようになります。

「仙台は日本で2番目に
活発に新規ビジネスが始められている都市である。

この街はこれ以上ないほど外国の起業家を歓迎しています！」
 

“Sendai is the second most active location for starting new business in Japan. 
The city couldn’t be more welcoming to foreign entrepreneurs.”

 



Sponsorship Benefits

Your organization will become part of a dynamic team of business 

and governmental leaders who are preparing Tohoku for more 

international business activity. You will join us at the frontlines where 

many foreign entities begin their journey to do business in Tohoku. 

Our range of activities include identifying foreign business plans with 

high growth potential and obtaining support from Sendai investment 

firms and the city government. We also work with mid to large sized 

companies who are exploring Tohoku as a future new market.

By supporting the Ignite Sendai Conference your company will join a 

team of internationally minded organizations who will take advantage 

of the foreign business already streaming into Sendai and Tohoku.

スポンサーシップのメリット

あなたの組織が、東北での国際ビジネス活動をより活発にしよ
うと準備を進める官民のリーダーたちから成るダイナミックな
チームの一員になります。あなたは多くの外国法人が東北で事
業を始める旅に出る最前線に加わることになるのです。私たち
の活動範囲には、仙台圏の投資会社や地方自治体の支援を受
けるにふさわしい外国企業のビジネスプランを選定することも
含まれます。また、東北を将来の新たな市場として検討してい
る中堅企業・大企業とも協力しています。
イグナイト仙台会議をサポートすることで、あなたの会社は、 
すでに仙台および東北に進出している海外ビジネスを活用する
国際志向の企業チームの一員となることができます。



スポンサーの特典

• 当会議のウェブサイトで数ヶ月間のメディア発信ならびにメディア
露出の機会が得られます

• 東北で活動する外国法人に関する直接的な知識と、彼らとのつな
がりが得られます

• あなたの会社をPRできる貴重な空間と範囲が手に入ります
• 会議資料にあなたの会社のロゴが表記されます
• 多くの外国企業家・実業家とのネットワークを築き、彼らに学ぶこ

とができます

Why Sponsor?

• Gain multi-month media coverage as well as exposure on conference website

• Firsthand knowledge and connection to foreign entities working in Tohoku

• Get valuable space and coverage at conference to promote your company

• Your company logo on conference documentation

• Network and learn from a host of foreign entrepreneurs and business people

「仙台には国の
港があり、国際港があり、
新幹線の駅があり、3本の

自動車道がある。仙台のアク
セスの良さは抜群だ。」

“Sendai has a national shipping 
port, an international airport, 

a Shinkansen Station and three 
major expressway arteries. 

Sendai is connected.”



企業スポンサーの等級

Corporate Sponsor Tiers  

Tier 1 Supporter (2 Available)  第1級サポーター（定員2）

Tier 2 Supporter (4 Available)  第2級サポーター（定員4）

Tier 3 Supporter (10 Available)  第3級サポーター（定員10）

Tier 4 Supporter (15 Available)  第4級サポーター（定員15）

Tier 5 Supporter (Unlimited)  第5級サポーター（無制限）

イグナイト仙台・ディナーイベント
場所：仙台中心街
日時：2019年11月21日（会議初日）18時00分
対象：会議参加者全員、地方自治体関係者
単一企業スポンサー：¥500,000

Ignite Sendai Dinner Event
Where: Downtown Sendai Venue

When: 18:00 21 Nov 2019 - Day One of Conference

Who: All conference attendees, city and regional leaders

Single Company Sponsor: ¥500,000



Event Co-Host/Priority branding throughout event

イベント開催中、共催者として優先的にブランディング

Sponsorship package tailored to your company's needs

貴社のご要望に合わせたスポンサーシップ・パッケージ

10-minute slot to address attendees

参加者への10分間のPR

Sponsor table throughout two-day event

2日間のイベント開催中のスポンサーテーブル設置

Conference registrations

会議登録
Logo size on all literature and website link

全文献・ウェブサイト上でのロゴのサイズ

Official sponsor of one speaker/workshop

演説者1人／ワークショップ1つの公式スポンサー

Post-conference organized networking

会議後の組織的ネットワーキング 
Small brochure in attendee gift bags

参加者用ギフトバッグの小冊子

Company name on all literature and website

全文献・ウェブサイトに社名を掲載

Post Conference updates and invitations

会議後の情報更新とイベント招待

¥500,000

4

¥300,000

2

¥200,000

1

¥100,000 ¥50,000 Dinner

at dinner

at dinner

2
LargeLarge Medium Small 



Tier One package includes

Exclusive Sponsorship

• Exclusive branding as "Hosts" of the overall conference

• Tailored sponsorship package to meet your company’s specific 

needs

Conference Promotion

• Opportunity to address attendees directly via 10-minute slot 

prior to keynote

• Promoted pre- and post-event on the Ignite Sendai website and 

via social media

第1級パッケージの内容

独占的スポンサーシップ
• 会議全体を通して「主催者」の称号を独占できます
• 貴社のご要望にお応えしたスポンサーシップ・パッケージ

をご用意いたします

当会議によるPR
• 基調演説前の10分間、参加者に直接貴社のPRができます
• イベント開催前から開催後までイグナイト仙台のウェブサ

イトおよびソーシャルメディアを通してPRのお手伝いを 
させていただきます

パッケージ価格：¥500,000
パッケージ総数：2つ

Package Cost: ¥500,000
2 packages available



Conference Attendance

• 4 complimentary conference only registrations to include meals 

and all access to conference workshops

• 10 minutes to speak about your company before keynote 

address

On-Site Promotion

• Official sponsor of one speaker/workshop

• Dedicated promotional table located inside Intilaq throughout 

the two-day conference

• Small promotional brochure insert for each attendee gift bag

Media Relations & Social Media

• Promotion to media and press outlets as a major supporter of 

the conference

• Promotion via Ignite Sendai social media outlets and website

Additional Benefits

• Your company will be included for any post-conference business 

mixers involving foreign business owners, Kimira House and 

Sendai City

当会議への参加
• 会議中の全ワークショップへの参加権利（4名分の食事付） 
• 基調演説前に10分間の貴社PR

現地PR
• 演説者1人／ワークショップ1つの公式スポンサーに      

なっていただけます
• 2日間のイベント開催中、INTILAQ内に貴社PRテーブル

を設置いたします
• 参加者全員に配られるギフトバッグにPR小冊子を挿入  

させていただきます

メディアリレーションズとソーシャルメディア
• 当会議の主要サポーターとしてメディア・新聞社などへの

PRのお手伝いをさせていただきます
• イグナイト仙台のソーシャルメディアやウェブサイトを通 

してPRのお手伝いをいたします

追加特典
• イベント終了後も、外国事業主やキミラ・ハウス、仙台市が

開催するビジネス交流会に招待させていただきます



Tier Two package includes

Conference Promotion

• Opportunity to address attendees directly via 10-minute slot 

prior to keynote

• Promoted pre- and post-event on the Ignite Sendai website and 

via social media

第2級パッケージの内容

当会議によるPR
• 基調演説前の10分間、参加者に直接貴社のPRができます
• イベント開催前から開催後までイグナイト仙台のウェブサ

イトおよびソーシャルメディアを通してPRのお手伝いを 
させていただきます

パッケージ費用：¥300,000
パッケージ総数：4つ

Package Cost: ¥300,000
4 packages available



Conference Attendance

• 2 complimentary conference only registrations to include meals 

and all access to conference workshops

• 10 minutes to speak about your company before keynote 

address

On-Site Promotion

• Official sponsor of one speaker/workshop

• Dedicated promotional table located inside Intilaq throughout 

the two-day conference

• Small promotional brochure insert for each attendee gift bag

Media Relations & Social Media

• Promotion to media and press outlets as a major supporter of 

the conference

• Promotion via Ignite Sendai social media outlets and website

Additional Benefits

• Your company will be included for any post-conference business 

mixers involving foreign business owners, Kimira House and 

Sendai City

当会議への参加
• 会議中の全ワークショップへの参加権利（2名分の食事付） 
• 基調演説前に10分間の貴社PR

現地PR
• 演説者1人／ワークショップ1つの公式スポンサーに      

なっていただけます
• 2日間のイベント開催中、INTILAQ内に貴社PRテーブル

を設置いたします
• 参加者全員に配られるギフトバッグにPR小冊子を挿入  

させていただきます

メディアリレーションズとソーシャルメディア
• 当会議の主要サポーターとしてメディア・新聞社などへの

PRのお手伝いをさせていただきます
• イグナイト仙台のソーシャルメディアやウェブサイトを通 

してPRのお手伝いをいたします

追加特典
• イベント終了後も、外国事業主やキミラ・ハウス、仙台市が

開催するビジネス交流会に招待させていただきます



Tier Three package includes

Conference Promotion

• Official sponsor of one speaker/workshop

• Promoted pre- and post-event on the Ignite Sendai website and 

via social media

第3級パッケージの内容

当会議によるPR
• 演説者1人／ワークショップ1つの公式スポンサー
• イベント開催前から開催後までイグナイト仙台のウェブサ

イトおよびソーシャルメディアを通してPRのお手伝いをさ
せていただきます

パッケージ費用：¥200,000
パッケージ総数：10個

Package Cost: ¥200,000
10 packages available



Conference Attendance

• 1 complimentary conference registration, including meals and 

access to conference workshops

On-Site Promotion

• Official sponsor of one speaker/workshop

• Small promotional brochure insert for each attendee gift bag

Media Relations & Social Media

• Promotion to media and press outlets as a supporter of the 

conference when applicable

• Promotion via Ignite Sendai social media outlets and website link 

to your company

Additional Benefits

• Your company will be included for any post-conference business 

mixers involving foreign business owners, Kimira House and 

Sendai City

当会議への参加
• 会議中の全ワークショップへの参加権利（食事付1名分） 

現地PR
• 演説者1人／ワークショップ1つの公式スポンサー
• 参加者ギフトバッグに貴社PR資料を挿入させていただ   

きます 

メディアリレーションズとソーシャルメディア
• 当会議の主要サポーターとして適時メディア・新聞社などへ

のPRのお手伝いをさせていただきます 
• PRに役立つようイグナイト仙台のソーシャルメディアやウ

ェブサイトに貴社へのリンクを掲示いたします 

追加特典
• イベント終了後も、外国事業主やキミラ・ハウス、仙台市が

開催するビジネス交流会に招待させていただきます



Tier Four package includes

On-Site Promotion

• Small promotional brochure insert for each attendee gift bag

Media Relations & Social Media

• Promotion to media and press outlets as a supporter of the 

conference when applicable

• Promotion via Ignite Sendai social media outlets and website link 

to your company

Additional Benefits

• Your company will be kept updated about future events and 

invited to networking events throughout the year

第4級パッケージの内容

現地PR
• 参加者ギフトバッグに貴社PR資料を挿入させていただ  

きます 

メディアリレーションズとソーシャルメディア
• 当会議の主要サポーターとして適時メディア・新聞社など

へのPRのお手伝いをさせていただきます 
• PRに役立つようイグナイト仙台のソーシャルメディアやウ

ェブサイトに貴社へのリンクを掲示いたします 

追加特典
• 会議終了後も、イベントについての最新情報が届くほか、一

年を通してネットワーク構築イベントにもご招待いたします



Tier Five package includes

Sponsorship Benefits

• Company name included on all literature and Ignite Sendai 

website

• Your company will be kept updated about future events and will 

be invited to networking events throughout the year

第5級パッケージの内容

スポンサーシップのメリット
• 貴社名を全文献とイグナイト仙台のウェブサイトに掲載さ

せていただきます
• 会議終了後も、イベントについての最新情報が届くほか、一

年を通してネットワーク構築イベントにもご招待いたします

パッケージ費用：¥50,000
パッケージ総数：無制限

Package Cost: ¥50,000
Unlimited

パッケージ費用：¥100,000
パッケージ総数：15個

Package Cost: ¥100,000
15 packages available



What is the vision 
behind Ignite Conference?

To exhibit the benefits and opportunities for foreign start-up 

companies in Sendai and the greater Tohoku region. To encourage 

more foreign business people to consider Sendai as a place to live 

and work. Sendai is one of a handful of regions in Japan offering 

immigration to Japan through the Business Visa program.

There has never been a better time to move to Japan!

イグナイト会議の裏側にある
ビジョンとは

仙台ならびに東北地方での外国のスタートアップ企業にとって
の利点とチャンスを提示します。より多くの外国人実業家が仙
台を生活と仕事の場として見てくれるよう促します。仙台は商
用ビザ・プログラムを通して日本への移住を提案している数少
ない地域の一つです。

日本に移住するなら、今が絶好の機会です！

ハワ当会議中、ハワイアン航空の航路・運行予定責任者がチーム
を率いて仙台を訪れます。同氏は基調演説を行い、ホノルル―

仙台直行便就航の可能性を模索します。

The Chief of Routes and Scheduling for Hawaiian Airlines will lead a 

team to Sendai during the conference. 

He will give a keynote address as well as explore opening 

a direct  flight from Honolulu to Sendai.



Who We Are?

We are a group of foreign business people living in Sendai who 

believe Tohoku is on the rise. We have teamed up with the city of 

Sendai, as well as local Japanese entrepreneurs and investors to get 

the word out to the rest of the world:

Tohoku is open for business!

Who is our target audience?

• Foreign entrepreneurs already in Japan not familiar with the 

benefits currently available only in Tohoku

• Foreigners outside of Japan who are considering starting 

business in Japan, but know little to nothing of the business 

climate in Tohoku

• Small to medium sized companies who may consider expanding 

their current, successful business models into the Tohoku region

• Large corporations looking for emerging markets such as Tohoku

私たちについて

私たちは、東北の成長を確信して仙台に暮らす外国人実業家
集団です。私たちは仙台市ならびに現地の日本人企業家・投資
家とチームを組み、世界中に情報を発信しています：

東北はビジネスに開かれています！

私たちのターゲット層

• すでに日本にいるが、現在東北でしか手にすることのでき
ない利益について知らない外国人企業家

• 日本国外にいて日本でビジネスを始めることを検討してい
るが、東北のビジネス環境についてほとんど、あるいは全
く知らない外国人

• 現在の自分たちの成功したビジネスモデルを東北地方に
拡大しようと検討している中小企業

• 東北などの市場への進出を目指す大企業



“From the center of Sendai you can 
be skiing, surfing, camping or floating 

a river in thirty minutes. This is an 
amazing city to live in.”

「仙台の中心から30分の範囲で、スキーをし、
サーフィンをし、キャンプをし、川下りをすること
ができる。この街に暮らすと驚きが絶えない。」



Conference Highlights

Morning coffee and muffin mixer

Meet new friends and make new business connections with foreign 

entrepreneurs in Sendai.

Keynote Speakers

Accomplished and exciting speakers will talk on a range of subjects 

about doing business in Sendai.

Breakout Workshops

A variety of workshops will be available over two days. Here is 

where our attendees will go deeper beneath the surface of Tohoku 

and its business activity and culture. Leaders  in established business, 

entrepreneurship, and city government will guide the workshops. 

These informative, interactive workshops will demonstrate that Tohoku 

is a smart choice for business.

Day Three City Tour

This will be a guided bus tour for all interested to attend. The bus will 

stop at many of Sendai's most popular attractions.

会議のハイライト

朝のコーヒー＆マフィン親睦会
新しい友人と出会い、仙台でビジネスをする外国人企業家と新
たなつながりを構築しましょう。

基調演説者
熟練したエキサイティングな語り手たちが、幅広いテーマで仙
台でのビジネスについて話します。

分科ワークショップ
2日間でさまざまなワークショップが開かれます。参加者らは
ここで、東北について、そしてこの地方でのビジネス活動や文化
について、奥深くまで知ることができます。既成ビジネス、企
業、地方自治体のリーダーたちがワークショップを主導しま
す。これらの有益でインタラクティブなワークショップが、東
北がビジネスにとって賢い選択肢であることを証明します。

3日目の市内観光ツアー
希望者全員が参加するガイド付きバスツアーです。バスは仙台
で特に有名な名所を巡ります。



Conference Themes

Business Visa Program

For the first time in Japan's history, the Japanese government is 

actively seeking foreigners to live and work in Japan. Sendai city is 

one of a select number of regions where the Business Visa program 

is available. The conference will highlight the program and inform 

attendees how they can start their own journey toward starting a 

business in Japan.

Foreigners Helping Foreigners

One of the greatest challenges for Sendai and the Tohoku region after 

the March 11th disaster is to retain or attract foreigners in the region. 

The conference aims to show a large and active foreign business 

community in Sendai. More importantly, that this foreign community is 

vital to attracting even more foreign investment.

会議のテーマ

商用ビザ・プログラム
日本史上初めて、日本政府が日本に暮らして働こうという外国
人を積極的に探し求めています。仙台市は商用ビザ・プログラ
ムが利用できる数少ない地方の一つです。当会議は同プログラ
ムに焦点を当て、参加者に日本でビジネスを始める旅に乗り出
すお手伝いをいたします。

外国人が外国人を助ける
3.11後の仙台と東北地方にとって最大の難問の一つが、外国
人の同地方への呼び戻し・誘致です。当会議は仙台の大きく
活発な外国企業コミュニティの姿を見せることを目指していま
す。より重要なのは、この外国企業コミュニティが、外国からよ
り多くの投資を呼び込むのに不可欠だということです。



Sendai for Innovation

Within Japan, Sendai is one of the busiest hubs for Japanese 

entrepreneurs. The startup culture in Sendai is established, vibrant 

and growing quickly. The conference aims to spotlight all of the 

opportunities available in Sendai to those foreign entrepreneurs who 

might not have considered Sendai as an option for business. The 

conference will also promote Sendai to the world as one of Japan’s 

most livable cities.

イノベーションのための仙台
日本国内でも、仙台は日本人起業家の活動が最も活発な拠点
の一つです。仙台ではスタートアップ企業の文化が確立してお
り、精力的かつ急速に成長しています。当会議は、これまで仙
台をビジネスの場の選択肢として見ていなかった外国の企業
家のために、仙台で手に入るあらゆるチャンスに光を当てるこ
とを目指しています。また当会議は、仙台を日本で最も住み甲
斐のある街の一つとして世界にPRします。

「日本は一世代で変わった。人口減少によって政府がここに
移り住む外国人を求めるようになっている。」

“Japan has changed in a single generation. The declining population 
is forcing the government to seek out foreigners to live here.”



How we are funding this 
conference

Kimira House competed for and won a city contract for approximately 

¥6.5 million to promote Sendai internationally. The Ignite Sendai 

conference is an anchor point for the much larger mission of Kimira 

House. Alongside helping to facilitate smaller startup companies, 

we seek more mature startup ventures who have traction and can 

expand into new markets. It will take a massive effort to overcome 

the negative press of recent years and convince foreign companies to 

come to Tohoku. With the coming of the 2020 Olympics, there is no 

better time to showcase all the benefits of living in Sendai and Tohoku.

当会議の資金について

キミラ・ハウスは、仙台を国際的にPRするため、競合の末、約
650万円で市からの受託に成功しました。イグナイト仙台会議
は、キミラ・ハウスのより大きなミッションの起点となるイベン
トです。私たちは、比較的小さなスタートアップ企業の活動促
進を助ける一方、牽引力を持ち、新しい市場へと進出できる、
より成熟したスタートアップ・ベンチャー企業を求めています。
近年のネガティブな報道を克服し、外国企業に東北へ来ても
らえるよう説得するには多大な努力が必要でしょう。2020年
のオリンピックを控え、仙台、東北に住むあらゆる利点を紹介
するのにこれ以上相応しい時期はありません。

「私たちはより多くの外国人が
休暇に東北旅行をしているのを見ている。

中には、東北に留まり、家を構え、ビジネスを始める人もいる。」

“We are seeing more foreigners travel for pleasure throughout Tohoku. Some 
are starting to stay and set up homes and businesses.”



Where does the money go?

• Administration, Venues and Meals  (23.3%)

• Labor (38.9%)

• Promotion (18.7%)

• Keynote Speakers (4.7%)

• Host Hawaiian Airlines (3.1%)

• Special Guests to the event (6.6%)

• Business Visa Applicants (4.7%)

経費内訳

• 管理費、会場費、食費（23.3％）
• 人件費（38.9％）
• プロモーション（18.7％）
• 基調演説者（4.7％）
• ハワイアン航空のホスト（3.1％）
• イベントのスペシャルゲスト（6.6％）
• 商用ビザ申請者（4.7％）

「日本各地から仙台を訪れる人は、
この街の食事がなぜこれほど美味しいのか不思議に

思う。理由は簡単、仙台の水は日本一なのだ。」

“People who visit Sendai from the rest of Japan wonder why the food 
tastes so good. That's easy, the water in Sendai is the best in Japan.”



Post-conference movements
The Ignite Sendai Conference is a single event meant to kickstart 

a wider effort beginning in Sendai. We hope the conference will 

showcase a variety of good reasons foreign entrepreneurs and 

companies should consider doing business in Tohoku. Below are 

some concrete ways in which Kimira House, in conjunction with 

Sendai City, Miyagi and the greater Tohoku region will attract new 

foreign business.

What happens next?
• Mentor and consult with all Business Visa applicants to see them 

successfully establish new business in Sendai

• Seek for mature startups that have enough traction to consider 

expanding into Tohoku

• Identify larger corporations for potential contact and attendance 

at future Ignite Sendai Conferences

• Continue to work with Hawaiian Airlines until a weekly direct 

flight route between Honolulu and Sendai is established

• Seek new partnerships abroad with such organizations as 

Rainmakers to increase support for entrepreneurship in Sendai

会議後の活動
イグナイト仙台会議は、仙台発のより広範な努力を始動させる
ことを目的とした一つのイベントです。私たちは当会議が、外国
人企業家や企業が東北でビジネスをすることを検討すべきさ
まざまな理由を紹介する場となればと考えています。キミラ・
ハウスが仙台市、宮城県、東北地方と共同で新たな外国企業を
誘致する具体的な方法は下記の通りです。

ネクストアクション
• すべての商用ビザ申請者の相談に応じて助言をし、彼らが

仙台でうまく新しいビジネスを確立できるようサポート 
• 東北への進出を検討するほどの牽引力を持つ成熟したス

タートアップ企業の探索
• 今後つながりを構築し、将来のイグナイト仙台会議に参加

する可能性のある大企業の掘り起こし 
• 週に一本のホノルル―仙台直行便が就航するまでハワイ

アン航空との連携を継続
• 仙台での企業活動をいっそうサポートするため、レインメ

ーカーズといった外国組織との新たなパートナーシップの
構築を模索



PLEASE HELP US 
PUT ON A GREAT 

CONFERENCE!

素晴らしい会議と
なるよう、ご協力を
お願い致します！

 
www.ignitesendai.com/sponsor

スポンサーシップのお申込みは今すぐこちら


	IGNITE cover final
	IGNITE inner pages final



