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時間 内容 スピーカー・登壇者 

13:30-13:50 オープニング 

【ご挨拶・JVCA紹介】 
JVCA会長/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 
【プレゼンテーション】 
関係省庁等より（予定） 

13:50-14:50 
セッションⅠ 
「スタートアップ・エコシステム拠点都市の 

実現に向けて」 

【パネリスト】 
浜松市 市長 鈴木 康友 氏 
広島県 知事 湯﨑 英彦 氏 
福岡市 市長 髙島 宗一郎 氏 
【モデレーター】 
JVCA名誉会長/株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー 仮屋薗 聡一 

 10分休憩  

15:00-16:00 
セッションⅡ 
「コロナで変わる地方スタートアップの 

ビジネス展開と資金調達」 

【パネリスト】 
株式会社一平ホールディングス 代表取締役社長 村岡 浩司 氏 
株式会社坂ノ途中 代表取締役 小野 邦彦 氏 
ユニファ株式会社 代表取締役 CEO 土岐 泰之 氏 
【モデレーター】 
JVCA地方創生部会委員/フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 松本 直人 

 10分休憩  

16:10-17:10 
セッションⅢ 
「地方におけるスタートアップ投資の 

現状とこれから」 

【パネリスト】 
JR東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長 柴田 裕 氏 
株式会社ジャフコ パートナー 佐藤 直樹 氏 
リアルテックファンド 代表/株式会社ユーグレナ 取締役副社長 永田 暁彦 氏  
【モデレーター】 
JVCA理事･地方創生部会長/株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パ―トナー 林 龍平 

 10分休憩  
17:20-18:30 Zoom懇親会 ※自由参加、詳細はお申込みいただいた方にご連絡いたします 

 

13時30分～18時30分
JVCA会員(1社5名迄)
自治体・起業家・事業会社・関係省庁・経済団体の皆様(招待制、1団体3名迄)
150名
オンライン開催（Zoom）
※当日の通信環境や機材の状況によって受信・配信ができない場合がございますことをご承知おき下さい。
※オンライン参加に必要なURLは、前日を目途に、本サイトお申込みに登録いただくメールアドレスへお知らせいたします。

時 間
対 象

定 員
会 場

2020年10月30日(金)開催

Invitation Only

日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA）は、ベンチャーキャピタル（VC）業界における相互連携と
ベンチャー企業育成の役割を目的とした業界団体として2002年11月に発足し、ベンチャーエコシステム
の発展拡大に尽力をしております。

JVCAではベンチャー由来による地域経済の活性化を活動方針のひとつに掲げ、各地にて「地方創生
VCトップ懇談会」を開催しておりますが、本年は新型コロナ下の状況でもありオンラインにて開催する
運びとなりました。オンライン開催という利点を活かし、地域を限定せず広くご案内することといたし
ました。是非ご出席賜りますようお願い申し上げます。

お申込み 下記の専用WEBページよりお申込みください
https://jvca.jp/event/19113.html
▶▶▶申し込み締め切り︓ 10月26日（月）迄

参加費 無料


		時間

		内容

		スピーカー・登壇者



		13:30-13:50

		オープニング

		【ご挨拶・JVCA紹介】

JVCA会長/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

【プレゼンテーション】

関係省庁等より（予定）



		13:50-14:50

		セッションⅠ

「スタートアップ・エコシステム拠点都市の

実現に向けて」

		【パネリスト】

浜松市 市長　鈴木　康友　氏

広島県 知事　湯﨑　英彦　氏

福岡市 市長　髙島　宗一郎　氏

【モデレーター】

JVCA名誉会長/株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ　代表パートナー　仮屋薗 聡一



		

		10分休憩

		



		15:00-16:00

		セッションⅡ

「コロナで変わる地方スタートアップの

ビジネス展開と資金調達」

		【パネリスト】

株式会社一平ホールディングス　代表取締役社長 村岡 浩司　氏

株式会社坂ノ途中　代表取締役 小野 邦彦　氏

ユニファ株式会社　代表取締役CEO 土岐 泰之 氏

【モデレーター】

JVCA地方創生部会委員/フューチャーベンチャーキャピタル株式会社　代表取締役社長　松本 直人



		

		10分休憩

		



		16:10-17:10

		セッションⅢ

「地方におけるスタートアップ投資の

現状とこれから」

		【パネリスト】

JR東日本スタートアップ株式会社 代表取締役社長　柴田 裕　氏

株式会社ジャフコ　パートナー 佐藤　直樹　氏

リアルテックファンド　代表/株式会社ユーグレナ 取締役副社長 永田　暁彦　氏　

【モデレーター】

JVCA理事･地方創生部会長/株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パ―トナー　林 龍平



		

		10分休憩

		



		17:20-18:30

		Zoom懇親会

		※自由参加、詳細はお申込みいただいた方にご連絡いたします
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13:30-13:50

ご挨拶・JVCA活動報告

Invitation Only

〒107-6003
東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3階 私書箱477
TEL：03-5114-6667 / FAX：03-5114-6668
E-mail：info@jvca.jp http://www.jvca.jp/

お問合せ

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

13:50-14:50 セッションⅠ︓パネルディスカッション

「スタートアップ・エコシステム拠点都市の実現に向けて」

中野 慎三
JVCA会長/ 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

プレゼンテーション 関係省庁等（予定）

15:00-16:00 セッションⅡ︓パネルディスカッション

「コロナで変わる地方スタートアップのビジネス展開と資金調達」

モデレーター

村岡 浩司氏
株式会社一平ホールディングス
代表取締役社長

小野 邦彦氏
株式会社坂ノ途中
代表取締役

土岐 泰之氏
ユニファ株式会社
代表取締役CEO

松本 直人
JVCA地方創生部会委員/
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
代表取締役社長

16:10-17:10 セッションⅢ︓パネルディスカッション

「地方におけるスタートアップ投資の現状とこれから」

モデレーター

佐藤 直樹氏
株式会社ジャフコ
パートナー

永田 暁彦氏
リアルテックファンド 代表/
株式会社ユーグレナ 取締役副社長

柴田 裕氏
JR東日本スタートアップ株式会社
代表取締役社長

林 龍平
JVCA理事・地方創生部会長/
株式会社ドーガン・ベータ
代表取締役パ―トナー

モデレーター
仮屋薗 聡一
JVCA名誉会長/
株式会社グロービス・キャピタル・パート
ナーズ 代表パートナー

鈴木 康友氏
浜松市 市長

湯﨑 英彦氏
広島県 知事

髙島 宗一郎氏
福岡市 市長
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