
募集要項 - 1 

各位 

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 

 

「JVCA2019年度 ベンチャーキャピタリスト研修 募集要項」 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当協会業務につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、当協会では、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育成事業」研修

講座を本年も開講する運びとなりましたのでご案内申し上げます。 

本年は、ベンチャーキャピタリスト研修を以下2日程で開催致します。研修内容は例年とほぼ同様で、投資実務ご

担当者向けに、業界の第一線で活躍する講師陣をお迎えして実施いたします。                          

ベンチャーキャピタリストに求められる知識・スキルの習得・向上を目的として、投資の入口から出口まで、実践的

かつ体系的に学べる貴重な機会ですので、是非この機会をご活用頂きたくご案内申し上げます。 

敬具 

 

研修概要 

日程  A日程：6月  6日（木） ～ 6月  8日（土） 3日間   

B日程：6月20日（木） ～ 6月22日（土） 3日間  

会場  ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター 

東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー9階  

対象  JVCA会員企業様における 
・ベンチャー投資業務に携わっている方、これから携わる方  
（未経験から2～3年程度の投資実務経験者） 
・事業会社のCVCご担当者  
・ベンチャー支援業務等に携わっている方  等  

（本年はJVCA会員外の一般からのお申込はお受けできません） 

内容  投資の入口からEXITまでプロセスごとにプログラムを編成しております。 

詳細は次頁以降をご参照ください。 

受講料  ・JVCA会員  180,000円（税込、教材代込） ※必読書籍（4,536円）各自別途購入  

（一般は280,000円ですが、本年は一般のお申込はお受けできません） 

 

申込  

 

・本年は一次募集二次募集の二段階で応募受付を行います。 

一次募集：対象はVC会員・CVC会員のみ 

二次募集：対象はVC会員・CVC会員・賛助会員（一次募集にて残席がある場合のみ） 

・各会員企業のご担当者（もしくは受講者の代表の方1名）にて手続をお願いいたします。 

下記期間（一次募集・二次募集とも）に申込がない場合はお席を確保いただけませんの 

で、必ずお手続ください。 

・申込受付は先着順ではございません。下記期間内に予約サイトよりご登録ください 

（自動返信メールの到着を必ずご確認ください） 

一次募集：【受付期間：4月3日（水）10:00～4月9日（火）12:00（〆切）】 

二次募集：【受付期間：4月10日頃（メール告知後）～4月16日（火）12:00（〆切）】 

・詳しくは 募集要項の6.申込をご覧ください。 

 

 

【お問い合わせ先】  一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会  事務局  

〒107-6003 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3Ｆ 

TEL：03-5114-6667  FAX：03-5114-6668 E-mail: info@jvca.jp 

mailto:info@jvca.jp
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JVCA ベンチャーキャピタリスト研修について 
 

１． 本研修（ベンチャーキャピタリスト研修）の目的 

本研修はベンチャーキャピタルの投資実務担当者としてのスキル向上を目的とし、インベストメントプロ

セス全般に亘っての知識習得ならびに実践的スキル向上を目指します。 
 

２．日程及びプログラム 

本年は、各日程3日間で、A日程（6月6日～6月8日）およびB日程（6月20日～6月22日）の2日程にて

行います。2日程とも内容は同じです（一部講師が異なる場合があります）。 

プログラム内容は以下の通りです。 

  

月日 回 時間 テーマ 内容 

6月6日

（木） 

6月20日

（木） 

 10:00～10:15 

（15分） 

＜オリエンテーション＞  

1 10:15～11:30 

（75分） 

＜オープニング＞ 

｢ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙとしてのVC｣ 

経験豊富なキャピタリスト数名によるディスカッション形式に

て、プロフェッショナルとしてのキャピタリストの魅力、キャリア

の作り方等の理解を深める 

2 12:30～13:45 

（75分） 

＜ソーシング＞ 経験豊富なキャピタリスト数名によるディスカッション形式に

て、ソーシング手法について理解を深める 

3 14:00～15:30

（90分） 

＜ディールストラクチャー

＞ 

VC投資契約について、種類株式の活用等を通して投資契約

書の主要項目がどのような機能を果たしているか理解する 

4 15:45～17:15 

（90分） 

＜デューデリジェンス 

（サービス系）＞ 

投資対象先のビジネスプランを評価し、投資の検討を進める

か否かについて見当する。ビジネスプランの評価に際しての

目の付け所やデューデリジェンスの方法を学習する 

 17:30～19:30 

（120分） 

＜懇親会＞ 受講者同士ならびに講師、JVCA関係者とのネットワーキング

の場 

6月7日

（金） 

6月21日

（金） 

5 

 

9:00～10:30 

（90分） 

＜デューデリジェンス 

（テクノロジー系）＞ 

投資対象先のビジネスプランを評価し、投資の検討を進める

か否かについて見当する。ビジネスプランの評価に際しての

目の付け所やデューデリジェンスの方法を学習する 

6 10:45～12:00 

13:00～15:15 

（210分） 

＜バリュエーション＞ 企業価値評価の基礎的な手法をおさらいし、ベンチャー企業

の評価に関するポイントを解説。その後、具体的事案に基づ

いた投資時・EXIT時のバリュエーション手法について学習する 

7 15:30～17:00 

（90分） 

 

＜投資先リーダーシップ 

（コーチング）＞ 

投資先の支援にあたり、組織運営、人材育成等の支援につい

てハンズオン支援経験の立場から解説。VCとしての考え方や

ノウハウについて学習する 

6月8日

（土） 

6月22日

（土） 

8 9:00～10:30 

（90分） 

＜経営支援 

（テクノロジー系）＞ 

資金提供だけに留まらないVC付加サービス(戦略立案支援、

追加資金調達、人材補強等)について理解を深める 

9 10:45～12:15 

（90分） 

＜経営支援 

（サービス系）＞ 

資金提供だけに留まらないVC付加サービス(戦略立案支援、

追加資金調達、人材補強等)について理解を深める 

10 13:15～14:45

（90分） 

＜エグジット（M&A）＞ 投資の最終局面であるEXITについて、特にトレードセールや

M&Aによる事例を見ながら、VCとしての考え方や交渉プロセ

スについて学習する 

11 15:00～16:30 

（90分） 

＜エグジット（IPO）＞ IPOによるEXITについて、事例を見ながらVCとしての考え方や

プロセスの主要な点を学習する。様々なステークホルダーの

利益を調整しながら、投資利益を確保する難しさを認識する 

 16:30～17:00 

（30分） 

＜修了式＞ 修了証を授与いたします 
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３．受講形態 

本研修は、座学による一方向的な講義はなるべく回避し、課題について講師や他の受講者との議論

を中心に行います。基礎的な知識に関するレクチャーは原則行いません。従って、これらの点について

は、「事前学習のポイント」（後述）をご参照頂き、受講前に送付される資料及び参考図書等を参照し

て、あらかじめ自習して頂くよう心掛けて下さい。 

 

４．受講対象者 

本研修は、「ベンチャー投資未経験の方から、2～3年程度の投資実務を経験した方」を主対象としています。 

・ベンチャー投資業務に携わっている方、これから携わる方 

（未経験から2～3年程度の投資実務経験者） 

・事業会社のCVCご担当者 

・ベンチャー支援業務等に携わっている方 等 
 

（本年はJVCA会員外の一般からのお申込はお受けできません） 

 

５．事前学習のポイント 

受講にあたっては、事前に配布する教材や関連テキスト等で予習を行い、「企業経営等の基本的な知識を有

し、関連する基礎的スキルを身に付けていること」が前提になります。事前学習のポイントについては以下を

ご参照下さい。  

基本教材は一式にてお送りいたしますが、下記必読書籍のみ受講者各自での購入が必要です。事前学習の

際に忘れずにご購入いただき、事前にお読みください。 

必読書籍： 「ベンチャー企業の法務AtoZ -起業からIPOまで」 中央経済社   

編著者 後藤勝也、他  4,536円（税込） 

 

【事前学習のポイント】 

① ファイナンス・アカウンティング 

・ROE、ROA、PBRなどの基本的な財務分析についての知識及び理解 

・FCFなど、企業価値評価の前提となる指標についての知識及び理解 

・DCF、マルチプルなどの一般的な企業価値評価手法についての知識及び理解 

② マネジメント 

・競争戦略、事業戦略、SWOT分析、3C分析、マーケティング戦略など、企業のマネジメントに関する 

一般的な手法についての知識 

③ 法務 

・議決権、強制転換、希薄化防止、ストックオプションなど、タームシートに記される基本的な条項に 

ついての知識 
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６．申込＜重要＞ 

本年は申込多数を予想し、一次募集二次募集の二段階で応募受付を行います。 

一次募集：対象はVC会員・CVC会員のみ 

二次募集：対象はVC会員・CVC会員・賛助会員。但し一次募集にて残席がある場合に限る 

各会員企業のご担当者（もしくは受講者の代表の方1名）にて手続をお願いいたします。 

下記期間（一次募集・二次募集とも）に申込がない場合はお席を確保いただけませんので、必ずお手

続ください。 

  

 

 ■ 受講申込の流れ 

 

 

              【受付期間：4 月 3 日（水）10:00～4 月 9 日（火）12:00（〆切）】 

＜VC/CVC 会員のみ＞担当者/代表者様にて申込サイトより手続ください 

※一次募集の申込は各社 1 名のお席を確保いたします（別途記載の企業様は 2 名） 

  但し、AB 日程のご希望は承れない場合があります 

                 ※受講者氏名をご入力ください（人数のみでの申込は不可とさせていただきます） 

                ※申込は先着順ではありません 

 

              【受付期間：4 月 10 日頃（メール告知後）～4 月 16 日（火）12:00（〆切）】 

＜VC/CVC/賛助会員対象＞JVCA より開始をメール告知いたしますので、 

担当者・代表者様にて申込サイトより手続ください 
※一次募集で満席となった場合は募集を行わない可能性があります 

                 ※二次募集は抽選の為、申込いただいても受講できない可能性がございます 

※受講者氏名をご入力ください（人数のみでの申込は不可とさせていただきます） 

                    ※申込は先着順ではありません 

               

抽選結果を二次募集申込各社にご連絡いたします（4 月 23～24 日頃を予定） 

 

             教材を担当者/代表者様に一括発送します（4月25日～5月10日頃到着予定） 

             請求書を送付いたします（5月10日頃到着予定、6月末ご入金） 

 

             【受付期間：4月25日頃（メール告知後）～5月14日（火）】 

担当者/代表者様にて取り纏めいただき、全受講者情報（所属・E-mail等）を 

送付ください  

 

 

【① 一次募集】 各社ご担当者・受講者代表→JVCA 

・一次募集はVC会員・CVC会員様のみ申込いただけます 

・予約受付は先着順ではございません。下記期間内に予約サイトよりご登録ください 

【受付期間：4月3日（水）10:00～4月9日（火）12:00まで】 

予約サイト https://jvca.jp/news/13409 

① 一次募集 

② 二次募集 
 

（抽選） 

⑤受講者情報

送付 

④ 教材・請求書

到着 

③ 二次募集 

結果ご連絡 
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・手続が完了しますとご登録アドレスに自動返信メールが届きますので、到着を必ずご確認ください。

自動返信メールが到着しない場合は手続ができていない可能性が高いです。一次募集については

自動返信メールの到着をもって、申込いただいたお席を確保させていただきます。JVCAからの当落

の連絡はございません。 

・一次募集の申込数は、1企業あたりAB日程合わせて1名までとさせていただきます。 

なお、 

①別途記載の、昨年キャンセル繰り上がりができなかったVC/CVC会員様  

②JVCA理事監事会社（会員種別問わず） 

は各社2名までお申込いただけます。 

・一次募集に申込いただた場合は、上記申込数のお席を確保いたしますが、AB 日程のご希望は承 

れない場合があります（ご希望と異なる日程での席確保の場合は JVCA よりご連絡いたします） 

・申込にあたっては、受講者氏名をご入力ください（人数のみでの申込は不可とさせていただきます） 

  

【②二次募集】 各社ご担当者・受講者代表→JVCA 

・一次募集の結果を受け、二次募集の募集席数をご案内いたします。なお、一次募集で満席となった

場合は募集を行わない可能性があります 

・二次募集はVC会員・CVC会員・賛助会員様が申込いただけます 

・予約受付は先着順ではございません。下記期間内に予約サイトよりご登録ください 

【受付期間：4月10日頃（メール告知後）～4月16日（火）12:00まで】 

予約サイト https://jvca.jp/news/13412 

・手続が完了しますとご登録アドレスに自動返信メールが届きますので、到着を必ずご確認ください。

自動返信メールが到着しない場合は手続ができていない可能性が高いです。 

・申込数は、1企業あたりAB日程合わせて1名までとさせていただきます。一次募集で席を確保された

企業様も二次募集の申込が可能です。 

・二次募集は抽選の為、申込いただいても受講できない可能性がございます。また、AB日程のご希 

望は承れない場合があります 

・申込にあたっては、受講者氏名をご入力ください（人数のみでの申込は不可とさせていただきます） 

 

 

【③二次募集結果ご連絡】 JVCA→ご担当者・受講者代表 

 ・抽選結果を二次募集申込各社のご担当者/受講者代表者様にご連絡いたします 
（4月23～24日頃を予定）。 

 

【④教材・請求書到着】 JVCA→ご担当者・受講者代表 

・教材を担当者/代表者様に一括発送します（4月25日～5月10日頃到着予定）。個々の受講者の方

への配送はできませんのでご了承ください。 

・事前学習に数週間は必要となりますので、到着次第早めに各受講者へお渡しください。 

・請求書を送付いたします（到着は5月10日頃を予定）。ご振込期限は6月末日ですので、所定の口座

にお振込み下さい。 
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【⑤受講者情報送付】 ご担当者・受講者代表→JVCA 

・担当者/代表者様にて取り纏めいただき、JVCAより後日お送りする受講者情報シートに必要事項を
記載の上、メールでJVCA事務局（info@jvca.jp）までお送り下さい。5月14日（火）〆切 

・担当者/代表者情報に加えて、受講者全員の「氏名・部署名・ご役職名・E-mail・AB日程」を記載い
ただきます。 

 

【その他】 

・募集定員は各日程90名の予定です（AB日程計180名） 

・本研修の受講はお一人1回とさせていただきます。 

・次回開催は2020年6月頃を予定しております 

 

７．受講料 

【受講料】 

受講者1名につき  JVCA会員180,000円（税込・教材費込） 

※基本教材費を含みますが、下記必読書籍のみ研修前に各自にて別途ご購入ください 

必読書籍： 「ベンチャー企業の法務AtoZ -起業からIPOまで」 中央経済社   

編著者 後藤勝也、他 4,536円（税込） 

 

【キャンセルポリシー】 

各日程開講日2週間前の翌日よりキャンセル料として受講料全額をいただきます。 

A日程（6月6日開講）の場合5月24日（金）より、B日程（6月20日開講）の場合6月7日（金）以降の申

込取消より全額をいただきます。お振込前でもご請求させていただきますので予めご了解ください。 

  

mailto:info@jvca.jp
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８．講座実施会場 

3日間とも下記会場で実施致します。 

【研修講座実施会場】 

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター 

〒106-0032 

東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー9階 

 

 

 

以  上 


