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 【会員総会】 

 平成27年7月10日開催の一般社団法人日本ベンチャーキャ

ピタル協会 第13回定時会員総会、及び理事会決議をもって

株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ マネージ

ング・パートナー 仮屋薗聡一が第7代会長に就任致しまし

た。 

 故前会長尾崎の遺志を引き継ぎ、新会長仮屋薗のもと、

『ベンチャー・エコシステムの構築』、成長マネーの呼び込

みに繋がる会員各社の『ファンドマネジメント能力の向

上』、大企業・産学連携や地方創生・グローバル連携といっ

た『オープン・イノベーションの推進』の3つの活動を柱

に、新産業創造に向け会員一体となった積極的活動を展開し

て参る所存です。 

 協会理事役員には、会長仮屋薗聡一を始め、副会長に安藤

啓（三菱ＵＦＪキャピタル㈱代表取締役社長）、専務理事に

市川隆治（一財ベンチャーエンタープライズセンター 理事

長）、土田誠行（㈱産業革新機構 専務執行役員）、常務理

事に呉雅俊（㈱TNPパートナーズ 代表取締役社長）、赤浦徹

（インキュベイトファンド 代表パートナー）、郷治友孝

（㈱東京大学エッジキャピタル  代表取締役社長）、特別顧

問には安達俊久前会長が就任を致しました。 

 当日は250名を超える幅広い関係者にご出席を賜り虎ノ門

ヒルズにて盛大に開催しました。 

【基調講演Ⅰ】 

 「国家戦略視点から見る日本VCへの期待」と題してA.T. 
カーニー 日本法人会長 パートナー 梅澤高明氏がご登壇、

IoT、ロボット・AI、再生医療など期待される成長分野の概

観と、オープンイノベーション・プロジェクトとしての

NeXTOKYOの紹介、そしてVC業界への期待についてお話を

頂戴しました。 

【パネルディスカッション】 

 ＜起業家視点から見る～日本VCへの期待～＞と題して 

・株式会社アイスタイル 代表取締役社長 兼 CEO 吉松徹郎

氏・株式会社VOYAGE GROUP 代表取締役社長兼CEO 宇佐

美進典氏・株式会社コロプラ 代表取締役社長 馬場功淳氏 

3人の若手起業家を迎え、グロービス・キャピタル・パート

ナーズ 代表パートナー・グロービス経営大学院学長 堀義人

氏にモデレーターを務めていただき「VCのバリューアッ

プ」「VCと付き合って難しかった点・改善を期待したい

点」「日本VCへの期待」などについて起業家視点にて大変

貴重なお話しをいただきました。 

【基調講演Ⅱ】 

 ＜経済産業省によるベンチャー支援について＞と題して経

済産業省 経済産業政策局 大臣官房審議官 保坂伸氏が成長

戦略の取り組み・日本再興戦略、グローバルベンチャーサ

ミットなど、ベンチャー・エコシステムの形成に向けての国

の取組みについてプレゼンをいただきました。出席いただ

第14期役員体制 

後列（左より）加藤監事・轟監事・山﨑監事・齋

藤理事・瀧口理事・吉田理事・安藤副会長・鹿島

理事・秋元理事・渡辺理事、前列（左より）神保

理事・呉常務理事・市川専務理事・中野理事・細

窪理事・仮屋薗会長・土田専務理事・山中理事・

安達特別顧問・赤浦常務理事・郷治常務理事  
（川﨑理事・田島理事は欠席） 



協会組織図

JVCA  委員会新体制について 
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   理事会において委員会体制の管掌・委員長・部会長者を決定し、新しい委員会体制 

がスタートいたしました。 

【ベンチャーエコシステム委員会】はVCナレッジ部会・VC広報部会を中心に 

 『ベンチャー・エコシステムの構築』を創ります。 

【ファンドエコシステム委員会】は政策部会・ファンドマネジメント部会を中心 

 に成長マネーの呼び込みに繋がる会員各社の『ファンドマネジメント能力の 

 向上』を目指します。 

【オープンイノベーション委員会】は、大企業・産学連携・地方創生部会・ 

 グローバル部会を中心に、大企業・産学連携や地方創生・グローバル連携と 

 いった『オープン・イノベーションの推進』の3つの活動を柱に委員会体制を 

 発足、新産業創造に向けJVCA会員一体となった積極的な活動を展開して参ります。 

 
【懇親会】  

  懇親会の開会挨拶では仮屋薗会長が新しい体制のも

と、3つのエコシステムを創っていきたいと語りかけま

した。 

「1つ目はベンチャー企業や起業家が成長するエコシス

テム」「2点目はVCのマネジメント能力の向上による

ファンドのエコシステム」「最後に産学や大企業との連

携などを通じたオープンイノベーションの推進で、こう

した取り組みにより、VC業界として新産業創造に尽力し

ていきます」と力強く宣言しました。 

 ご来賓は、公務でご多忙の中、内閣官房副長官 世耕

弘成氏からご挨拶を頂戴しました。その中で「ベン

チャーの環境創りは政府の役割ですが最後は民間の皆さ

んが主役、JVCAが中心になって体制を築いて下さい」と

有難いお言葉を頂きました。 

 乾杯のご発声は、年金積立金管理運用独立行政法人の

理事兼CIO 水野弘道氏より頂戴をし、「日本のVC業界を

誰よりも期待してきた者としては、VCの活躍が日本経済

全体を底上げを期待している」とのメッセージを頂戴し

ました。 

 JVCAは、会員の皆様と一丸となってより一層尽力して

参りたいと思います。 

代表理事（会長） 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ マネージング・パートナー 仮屋薗聡一 

副会長 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 代表取締役社長 安藤啓  

専務理事 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター 理事長 市川隆治 

専務理事 株式会社産業革新機構 専務執行役員 土田誠行 

常務理事 株式会社TNPパートナーズ 代表取締役社長 呉雅俊  

常務理事 インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦徹 

常務理事 株式会社東京大学エッジキャピタル  代表取締役社長 郷治友孝 

理事 エス・アイ・ピー株式会社 代表取締役社長 齋藤茂樹  

理事 大和企業投資株式会社 代表取締役社長 川﨑憲一 

理事 DBJキャピタル株式会社 代表取締役社長 鹿島文行 

理事 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ 代表取締役社長CEO 田島聡一 

理事 池田泉州キャピタル株式会社 会長 神保敏明 

理事 ウエルインベストメント株式会社 代表取締役社長 瀧口匡 

理事 株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ 取締役副社長 秋元信行 

理事 B Dash Ventures 株式会社 代表取締役社長 渡辺洋行 

理事 日本アジア投資株式会社 代表取締役社長 細窪政 

理事 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 中野慎三 

理事 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 代表取締役社長 山中卓 

監事 新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 山﨑 博行 

監事 有限責任あずさ監査法人 パートナー 轟芳英 

監事 有限責任監査法人トーマツ パートナー 加藤博久 

特別顧問  安達俊久 
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き、昨年以上の 

■日経産業新聞（P17）『失われた人材 早期育成～

新産業創造のハブに～』 
http://www.nikkei.com/article/
DGXMZO89342290V10C15A7000000/ 

■Tech Crunch  掲載 
http://jp.techcrunch.com/2015/09/24/jvca
-interview/  
■東洋経済ＯＮＬＩＮＥ 掲載  
http://toyokeizai.net/articles/-/78192http/
t■トムソンロイター『DealWatch』 
■ THE INDEPENDENTS CLUB 
仮屋薗会長の講演「ベンチャーエコシステムとファ

ンドエコシステムの構築によるベンチャーキャピタ

ルの産業発展」 
http://www.independents.jp/article/item001178?back=list7 
その他、多数メディアに取り上げられております！ 

 

 ベンチャーキャピタリストの育成を目的とする「JVCA

ベンチャーキャピタリスト研修講座」は①6/4（木）～

6/7（日）②6/11（木）～6/14（日）４日間の２回にわ

けて今年度も開催致しました！初日の講演は、①株式会

社レアジョブ 代表取締役社長CEO 加藤智久氏②株式会

社ポケラボ 代表取締役社長 前田悠太氏による講演、

IPOまでの道のり・プロセスなどを具体例をまじえなが

らお話しをいただきました。豪華な講師陣が最新動向を

反映したプログラムに沿って貴重なお話をいただき、ベ

ンチャーキャピタリストに求められる知識・スキル・交

渉プロセスなどを受講生と一緒に学習して頂きました。  

 当協会と致しましても研修事業を通じて高度な専門知

識をもつ経験豊かなキャピタリストを通じて日本経済を

支えていきたいと強く考えております。 

 合同会社SARR 代表松田氏、新日本有限責任監査法人

パートナー江戸川氏、リード・キャピタル・マネージメ

ント株式会社取締役高階氏、三菱UFJキャピタル株式会

社投資営業部長菅井氏、AZX Professionals Group弁護

士パートナーCEO後藤氏、株式会社産業革新機構戦略投

資グループマネージングディレクタ安永氏、株式会社東

京大学エッジキャピタルパートナー井出氏、株式会社サ

イバーエージェント・ベンチャーズ代表取締役社長田島

理事、株式会社ストライク代表取締役社長荒井氏、仮屋

薗会長、熱血指導を賜り有難うございました。  

  

 2015/12/3（丸の内）キャピタリスト研修事業の同窓

会（忘年会）を開催予定です。講師・受講者・JVCA関係

者が一同に集まる大イベントを計画しておりますので皆

様のご出席をお待ちしております。 

 

 

2015年度キャピタリスト研修 ご報告 
本研修（４日間）は２回開催（みずほ情報総研） 

 ＜メディア対応＞ 

JVCAイベント・勉強会のお知らせ 
 今後開催予定の勉強会・後援・協賛イベントは以下の通りです 

 ・10/7 (水）  JVCA VCナレッジ勉強会「VC新時代におけるIPO-Exitのベストプラクティス」（グロービス） 

        ～資本市場の一員として、市場秩序の維持と投資回収の最大化を如何に両立するか～  

 ・10/16（金） VC、ベンチャー経営者が語る資金調達の最前線（新日本有限責任監査法人） 

         ～ 注目する投資分野、最新の投資動向、急成長する経営者、成功する資金調達方法 ～ 

 ・10/21（水） 第11回JNB新事業創出東京フォーラム（グランドプリンスホテル新高輪） 

 ・11/10（火） ベンチャープラザ ファンドinTokyo（中小企業基盤整備機構） 

 ・第3回BTMUビジネスサポート・プログラム『Rise Up Festa』募集開始 

  

    

     

マッチングイベント『Connect！』開催 

  ～ ベンチャー企業 + 大企業との連携 ～ 

 9/8（火）JVCA共催イベント「Connect!」が六本木で

開催されました。東京ニュービジネス協議会・(株)メン

バーズ代表取締役社長剣持氏・JVCA共催という”初”の

試みではありましたが、オープンイノベーション推進す

る大企業・ベンチャーキャピタル・ベンチャー企業の総

勢100名を超える多くの方々にお集まりをいただきまし

た。【プレゼンテーションⅠ】では、JVCA秋元理事

（NTTドコモ・ベンチャーズ取締役副社長）が「大手事

業会社のオープンイノベーション ～日本のVCを使い倒

す！～」という題名で大企業とVCの連携についてＮＴＴ

の経験を踏まえたプレゼン、【プレゼンテーションⅡ】

ではJVCA仮屋薗会長がモデレーター務め、永用万人氏

（しまうまプリントシステム株式会社 代表取締役社

長）、白砂晃氏（フォトクリエイト代表取締役会長）2

名にお越しを頂き、大企業と連携しさらなる成長を続け

ている2社ならではの実例を踏まえながらリアルなトー

クセッション、その後のネットワーキングも大盛況で終

了することができました。今回のイベントを通じて大企

業・VC・ベンチャー企業のさらなる連携・推進・強化を

図って参ります！ 



（VC）  株式会社WiL   http://wilab.com/ 

（VC)  株式会社環境エネルギー投資   http://www.ee-investment.jp/jp/ 

（VC）  ベンチャーユナイテッド株式会社   http://ventureunited.jp/ 

（VC)  グローバル・ブレイン株式会社   http://globalbrains.com/ 

（VC)  SBIインベストメント株式会社  http://www.sbinvestment.co.jp/   

（CVC） 日本たばこ産業株式会社 http://www.jti.co.jp/corporate/index.html 

（CVC） 株式会社iSG インベストメントワークス http://istyle-capital.co.jp/home/ 

（CVC） オムロンベンチャーズ株式会社   http://www.omron.co.jp/ventures/#!/ 

（CVC） YJキャピタル株式会社   http://yj-capital.co.jp/ 

（賛助）京セラコミュニケーションシステム株式会社   http://www.kccs.co.jp/ 

（賛助）株式会社エービーイノベーション   http://abinnovation.co.jp/company/ 

    
2．JVCAスタッフの紹介（企画部  部長  村田祐介氏） 

  この度本協会企画部長の任を頂きました村田と申します。 

本業ではインキュベイトファンドのGPとして投資業務の他、ファンドマネジメント業務を主幹しております。 

業界全体が大きく動いている中、新体制の下粉骨砕身させて頂く所存です。 

今後とも何卒宜しくお願い致します。 

ＪＶＣＡからのお知らせＪＶＣＡからのお知らせＪＶＣＡからのお知らせ   
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1．新規会員のご紹介 

2015年6月より新たにJVCAにご入会をいただきました会員企業をご紹介致します！ 

                （企画部  マネージャー   羽鳥裕美子氏） 

  2015年7月より本協会スタッフとして参加することとなりました羽鳥です。 

協会の活動とあわせて、（株）グロービス・キャピタル・パートナーズにて投資業務も兼任しております。 

協会活動を通じ、日本のベンチャーキャピタル業界全体の発展に少しでも寄与できればと思います。 

皆様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

【 編集後記 】 

■7月の定時会員総会にて仮屋薗会長が就任し、新しい体制がスタートしました。ベンチャー企業、事業会社、

投資を有機的に繋ぐ「イノベーションハブ」として会員一体となり、積極的に活動していきます。 

変化のスピードが激しいVC業界に少しでもお役に立てていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いしま

す。スピード命、ですが週末のドライブではセーフティードライブ。（あずき＆ゴマ）  

■「わぁっ～、秋の空ってこんなにきれいなのね。」、「あの空の向こうに輝かしいベンチャー業界の未来が

あるのさ。」・・・こんな会話が交わされるに相応しい季節となりました。 

さあ、お楽しみはこれからだ！（M） 


