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JVCA第20回定時会員総会&講演会（2022/7/15）

　去る7月15日に設立20周年を記念する第20回JVCA定時会員総会&講演会を会場とオンライン参加のハイブリッド方式で開催し、会員様中心に

300名近い皆様にご参加いただきました。

　今回20周年記念という節目の総会にJVCA設立初となる総理のご登壇が叶い、会場にて岸田内閣総理大臣よりスタートアップ政策への熱い想い

を語っていただくとともにVC業界に大いにエールもいただきました。

　講演会では2つのパネルディスカッションを行い、前半では「海外投資家から見た日本のスタートアップ」と題して、海外から見た日本のスタート

アップ投資に対する評価や課題を、後半では「スタートアップエコシステム発展の道のりとこれから」と題して、起業家から見た我が国のスタートア

ップエコシステムの発展の歴史やVCとの関わりについてそれぞれお話しいただきました。

　その後、経済産業省様、金融庁様によるプレゼンテーション、JVCAの活動報告および新年度方針ならびに新体制紹介を行い、最後にエコシステ

ム発展に貢献された皆様を表彰させていただくJVCA賞授与式にて終えることができました。ご参加いただいた皆様に厚く御礼を申し上げます。

定時会員総会

スピーチ

パネルディスカッションⅠ
「海外投資家から見た日本の
スタートアップ」

 

パネルディスカッションⅡ
「スタートアップエコシステム
発展の道のりとこれから」
 
 

ゲストプレゼンテーション
 

活動報告、新体制紹介

JVCA賞

第1号～第3号議案議事

内閣総理大臣　岸田文雄氏

＜パネリスト＞
Arbor Ventures　Co-Founder and Managing Partner　Melissa C. Guzy氏　
B Capital Group　Founding General Partner　Kabir Narang氏　
Baillie Gifford & Co.　Investment Manager (Japanese Equities)　Praveen Kumar氏
＜モデレーター＞
JVCA常務理事/Eight Roads Ventures Japan　マネージング・パートナー 日本代表　David Milstein

＜パネリスト＞
Zホールディングス株式会社　代表取締役社長Co-CEO  (共同最高経営責任者)　川邊健太郎氏 
グリー株式会社　代表取締役会長兼社長　田中良和氏
＜モデレーター＞
JVCA常務理事/B Dash Ventures 株式会社　代表取締役社長　渡辺洋行

経済産業省　大臣官房　スタートアップ創出推進室総括企画調整官（経済産業政策局　新規事業創造推進室長） 石井芳明氏　
金融庁　企画市場局　審議官　田原泰雅氏

20期活動報告・21期新体制紹介

授与式

■ プログラム

（肩書は開催時点）
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第2１期体制発足のご挨拶
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名誉会長

赤浦 徹
中野 慎三
郷治 友孝
田島 聡一
坂本 信介
高野 真
諸永 裕一
渡辺 洋行
David Milstein
松本 季子
伊佐山 元
内山 春彦
林 龍平
山岸 広太郎
片岡 正光
佐俣 アンリ
平野 清久
山中 卓
今野 穣
南場 智子
近藤 裕文
白木 信一郎
西條 晋一
キャシー松井
滝野 恭司

阿部 博

齊藤 直人

仮屋薗 聡一

インキュベイトファンド 代表パートナー 　
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
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ（UTEC）代表取締役社長CEO
株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役・General Partner
三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役社長
D4V合同会社 CEO兼GP/リンクタイズ株式会社 代表取締役CEO（Forbes JAPANファウンダー）
株式会社産業革新投資機構（JIC）取締役 CSO＜新任＞
B Dash Ventures株式会社 代表取締役社長
Eight Roads Ventures Japan マネージング・パートナー 日本代表
ジャフコ グループ株式会社 執行役員
株式会社WiL 共同創業者兼CEO
DBJキャピタル株式会社 代表取締役社長
株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長
TBSイノベーション・パートナーズ合同会社 代表パートナー
ANRI 代表パートナー
大和企業投資株式会社 代表取締役社長
i-nest capital株式会社 代表取締役社長/代表パートナー
グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー
株式会社デライト･ベンチャーズ 代表取締役/株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長
株式会社サイバーエージェント・キャピタル 代表取締役＜新任＞
あいざわアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長/アイザワ証券グループ  取締役＜新任＞
XTech Ventures株式会社 代表パートナー＜新任＞
MPower Partners ゼネラル・パートナー＜新任＞
有限責任監査法人トーマツ　監査・保証事業本部 IPO戦略統括室
パートナー/公認会計士
有限責任あずさ監査法人 常務執行理事 企業成長支援本部
インキュベーション部長 パートナー
/KPMGジャパン プライベートエンタープライズセクター
スタートアップ統轄パートナー/公認会計士
EY新日本有限責任監査法人　企業成長サポートセンター長
IPOグループ統括 パートナー/公認会計士
グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー

＜第21期理事監事体制＞

第21期新体制活動方針（2022～2023年）

VCが我が国の新産業創出の牽引者となり、多様で持続可能な社会の実現に貢献する

1.VC×機関投資家　年間1,000億円の機関投資家マネー流入に向けて、国内外機関投資家の皆様との人的交流を深める

2.大企業×スタートアップ　大企業の戦略に基づいた持続的なCVC活動を支援すると共に、大企業によるスタートアップM&Aの促進に寄与する

3.新産業×政策提言　次世代を代表するメガベンチャー創出を目指して、官民一体となって政策の構築に関与していく

　当協会は2002年11月の設立以来、ベンチャーキャピタル業界における相互連携とベンチャー企業育成の役割を一層強固にするという目的に向

かって活動してまいり、第２０期においても、会員数は1年で274社から302社(2022年6月14日時点)へと増加しつづけております。

　赤浦・中野両会長体制は今期で４年目を迎え、活動目標もそれぞれ進捗しておりますので、今期も以下ミッション、活動方針を掲げた活動をして

まいります。

また、上記方針に加え、以下目標も掲げました。

　「三つの１兆」/ 2023年12月までの実現を目指す

　　IPOから1年以内に時価総額１兆円を超える事例を創る！

　　スタートアップの年間資金調達総額を１兆円超とする！

　　VCファンド年間組成総額を１兆円超とする！

今期もJVCA一丸となり、スタートアップエコシステム発展、拡大に貢献できるよう活動して参ります。



JVCAニュースレター  No.52  2022年8月　03

　VC会員49 社より150ファンドの データを提 供いただき、2021年末時点に洗い替えを

行ったVCパフォーマンスベンチマークの第4回調査を発表いたしました。結果は表の通り、

国内VCの好調な運 用成績を示す格好となりました。国内VCファンドの 会計・評 価基準は

GP毎にいくつかの手法が用いられますが、公正価値評価を採用しているファンドもしくは

180日以内の直近ファイナンス価格で評価しているファンドの割合は本数ベースで50％、金

額ベースで64％を超えており、国際比較に耐えうるGPが増えつつあります。データを提出

いただいた下記VC各社には厚く御礼申し上げますと共に、引き続きご協力をお願い申し上

げます。

＜ファンドデータ提供会員企業 49 社一覧＞
アーキタイプベンチャーズ株式会社
i-nest capital株式会社
株式会社アコード・ベンチャーズ
朝日メディアラボベンチャーズ株式会社
株式会社ANOBAKA
Abies Ventures株式会社
ANRI
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
インキュベイトファンド
Eight Roads Ventures Japan
SBIインベストメント株式会社
株式会社MPower
Angel Bridge株式会社
株式会社環境エネルギー投資
グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社
XTech Ventures株式会社
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ
Coral Capital
株式会社サムライインキュベート
株式会社ジェネシア・ベンチャーズ
ジャフコ グループ株式会社
新生キャピタルパートナーズ株式会社
STRIVE株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・イノベーション・フォー・フューチャー株式会社

（SIF）（宇宙フロンティアファンド）
Spiral Capital株式会社
栖峰投資ワークス株式会社
大和企業投資株式会社
株式会社TNPオンザロード
D4V合同会社
株式会社ディープコア
DIMENSION株式会社
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ（UTEC）
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
株式会社ドーガン・ベータ
DRONE FUND株式会社
日本ベンチャーキャピタル株式会社
B Dash Ventures株式会社
Beyond Next Ventures 株式会社
株式会社ファストトラックイニシアティブ
株式会社 FINOLAB
フェムトパートナーズ株式会社
ベンチャーユナイテッド株式会社
Bonds Investment Group株式会社
みやこキャピタル株式会社
モバイル・インターネットキャピタル株式会社
株式会社UB Ventures
ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社
リアルテックホールディングス株式会社

国内VCパフォーマンスベンチマーク第4回調査発表

　上記第4回目のベンチマークデータ調査に向けた説明会を兼ねて、4月27日にGPおよびLPが参加するウェビナーを行いました。Preqin社より国

内外機関投資家動向について紹介いただいた後、前半では海外クロスオーバー投資家に登壇いただき、日本市場をどう見ているかについて、後半で

はゲートキーパーと国内GPに登壇いただき、国内機関投資家の資金をお預かりする上で必要な視点とは何か、ファンド会計やガバナンスなどについ

て議論いたしました。

JVCA/Preqin共催VCパフォーマンスベンチマークウェビナー（2022/4/27）

・内閣府 イノベーション・エコシステム専門調査会

・内閣府 スタートアップ・大学を中心とする知財エコシステムの
在り方に関する検討会

・内閣府 ムーンショット型研究開発制度に関する戦略推進会議

・経済産業省 日本ベンチャー大賞

・金融庁 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ

　JVCA理事・委員が、政府省庁ならびに各種団体の委員会・会合に参加、意見表明をしております。

＜主な委員就任・参加会合＞

政府省庁連携ならびに公的職務への応対

（社名五十音順）

・中小機構 Japan Venture Award審査委員会

・東京都 新規グローバルイベント実行委員会の準備会

・福岡県 アクセラレーションプログラム「ISSIN」

・自民党 スタートアップ推進議員連盟合同会議

・日本経済団体連合会 スタートアップエコシステム検討に関する
新設タスクフォース
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　キャピタリスト研修（初級）をA日程（5月12～14日）、　B日程（6月9～11日）にて、2年ぶりにリアル開催し、2日程計158名の方に受講いただきま

した。第一線の現役キャピタリストが講師を務め、座学ならびにグループワークやディスカッションにて、投資の入口から出口までを体系的かつ実践

的に学んでいただきました。また、受講者同士で体験談の共有や名刺交換等を通じて、交流も深めていただきました。

2022年度ベンチャーキャピタリスト研修（初級）（2022/5/12～14・6/9～11）

　昨年パイロット版を初開催した中堅キャピタリスト研修ですが、本年よりVC/CVC会員企業様にも募集を行い、4月8、9日に開催いたしました。

第一線のキャピタリストならびに当該領域に精通した講師をお迎えし、35名の方に中堅キャピタリストとして必要なハードスキル・ソフトスキルを

学んでいただきました。交流会では、今後の目標等を受講者お一人ずつ宣言いただくとともに、受講者同士の交流も深めていただきました。

2022年度中堅キャピタリスト研修（春季）（2022/4/8～9）

ソーシング

ディールストラクチャー

コンプライアンス

デューデリジェンス

（サービス系）

デューデリジェンス

（テクノロジー系）

バリュエーション

投資先リーダーシップ（コーチング）

経営支援（テクノロジー系）

経営支援（サービス系）

　

エグジット（M&A）

エグジット（IPO）

ゲストセッション

（プロフェッショナルとしての VC）

村田祐介

後藤勝也

菅原稔

立岡恵介

千葉貴史

山口泰久

永田暁彦

安永謙

今野穣

菅原敬

井出啓介

山岸広太郎

田島聡一

林龍平

渡辺洋行

仮屋薗聡一

赤浦徹

堀新一郎

曽我悠平

中野慎三

藤井淳史

David Milstein

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

○

○

○

●

●

●

インキュベイトファンド 代表パートナー /JVCA 企画部長

AZX 総合法律事務所 Managing Partner CEO, 弁護士／ JVCA 顧問

AZX Professionals Group マネージングパートナー COO

グローバル・ブレイン株式会社 General Partner

Spiral Capital 株式会社 パートナー

株式会社 FFG ベンチャービジネスパートナーズ 取締役副社長 /JVCA 地方創生部会委員

株式会社ユーグレナ 取締役 代表執行役員 CEO/ リアルテックファンド 代表

株式会社フローディア CFO/JVCA フェロー

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー /JVCA 理事

株式会社 iSGS インベストメントワークス 取締役 代表パートナー /JVCA グローバル部会委員

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ　パートナー                           

慶應イノベーション・イニシアティブ 代表取締役社長 /JVCA 理事

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役・General Partner/JVCA 理事

株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー /JVCA 理事

B Dash Ventures 株式会社 代表取締役社長 /JVCA 常務理事

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

インキュベイトファンド 代表パートナー /JVCA 会長

Z Venture Capital 株式会社 代表取締役社長パートナー 

フェムトパートナーズ株式会社　General Partner

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 /JVCA 会長

ジャフコ グループ株式会社 パートナー 

Eight Roads Ventures Japan マネージングパートナー、日本代表 /JVCA 理事

テーマ 講師

■プログラムおよび担当講師 ○ A日程　● B日程

（敬称略・肩書は開催時点）

（敬称略・肩書は開催時点）

ベンチャーユナイテッド株式会社 ベンチャーキャピタリスト /JVCA VC ナレッジ部会委員

株式会社 INCJ　ベンチャー・グロース投資グループ

マネージングディレクター /JVCA 企画部委員

大和企業投資株式会社 代表取締役社長 /JVCA 理事

株式会社 iSGS インベストメントワークス代表取締役 代表パートナー /JVCA VC ナレッジ部会委員

グローバル・ブレイン株式会社 General Partner

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社　GCP X Team Head

インキュベイトファンド 代表パートナー /JVCA 企画部長

フーリハン・ローキー株式会社  Corporate Finance　Executive Director

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

ベンチャーユナイテッド株式会社 ベンチャーキャピタリスト /JVCA VC ナレッジ部会委員

大和企業投資株式会社 代表取締役社長 /JVCA 理事

グローバル・ブレイン株式会社 General Partner

丸山聡

大島怜

平野清久

五嶋一人

立岡恵介

小野壮彦

村田祐介

久保田朋彦

仮屋薗聡一

丸山聡

平野清久

立岡恵介

キャピタリストのキャリア

コンプライアンス実務

投資契約

リスクマネジメント

バリューアップ ( 事業 )

バリューアップ ( 組織・人 )

EXIT 戦略 _IPO

EXIT 戦略 _M&A

講師セッション

次世代を担うキャピタリストに

今伝えたいこと

交流会

テーマ 講師

4月

8日

4月

9日
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　キャピタリスト研修（初級）受講者の同窓会であるベンチャーキャピタリスト研修リユニオンを2020年、2021年受講者向けにそれぞれ開催いた

しました。

　2020年、2021年ともにキャピタリスト研修（初級）はオンライン実施であったため、今回初めて同期の皆様がリアルにお集まりいただく機会と

なりました。「先輩キャピタリストによるキャリアセッション」を実施し、キャピタリストとして嬉しかったこと、ぶつかった壁をどう乗り越えたの

か、今後のキャリアなど、忌憚なく語っていただき、受講者のキャリアを考える上でのヒントをいただきました。名刺交換会も行い、皆様積極的に交

流を図っておられました。

ベンチャーキャピタリスト研修リユニオン（2022/1/13・17）

　会員企業各社のトップ層にお集まりいただくトップ懇談会を、委員会毎に3

月3・10・15日の3回はオンライン形式にて、4月7日は会場とオンラインのハイ

ブリッド形式にて開催いたしました。ベンチャーエコシステム委員会では、主に

キャピタリストの採用・育成評価課題について、ファンドエコシステム委員会で

は、LP投資家対応ならびに政策提言について、オープンイノベーション委員会

では、CVCの活動課題、大学連携およびテクノロジー投資、地域のスタートアッ

プエコシステム、スタートアップのグローバル化等についてなどを、ご参加の皆

様と議論いたしました。

2021年度トップ懇談会（2022/3/3・10・15、4/7）

　VCナレッジ部会では、以下の2種類の勉強会を行っています。

　<定例勉強会>4月11日に株式会社東京証券取引所(株式会社日本取引所グループ)共催「東証IPOセミナー」をオンライン形式で開催しました。

東京証券取引所 染井健吾氏より「最新の審査事例の紹介」を、続いてChatwork 井上直樹氏、Capital T LLC 宮坂友大氏にご登壇いただき、東京

証券取引所 宇壽山図南氏のモデレートで「スタートアップCFOとキャピタリストに聞く 上場準

備からマザーズ上場までの道のり」と題したパネルディスカッションを行いました。6月21日は

第132回定例勉強会「非上場株式取引市場に関する制度整備の方向性」をハイブリッド形式に

て、野村総合研究所 大崎貞和氏にご講演いただき、後半は平野清久JVCA理事/VCナレッジ部

会長より会場の皆様からの質問にも対応して質疑応答を行いました。

　<ナレッジ勉強会>4月19日に第18回ナレッジ勉強会「ベンチャー投資家多様化時代の投

資先資金調達支援の実際」を、グロービス・キャピタル・パートナーズ 高宮慎一氏、Coral 

Capital 澤山陽平氏、DIMENSION 宮宗孝光氏、三菱UFJキャピタル 長谷川宏之氏にご登壇

いただき、丸山聡VCナレッジ部会委員がモデレーターを務めハイブリッド形式で開催いたしま

した。

VCナレッジ部会 勉強会（2022/4/11・19、6/21）
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　産学連携部会では以下の勉強会を行ないました。

＜大学発ベンチャーシンポジウム＞1月31日に文部科学省に協力いただきながら「大学発ベンチャー創出オンラインシンポジウム」を開催し、200

名を超える会員、大学ご関係者の皆様にご参加いただきました。

　冒頭に文部科学省より産学連携支援施策をご紹介いただき、続いて”10兆円”規模大学ファンドの創設について内閣府 合田哲雄氏に基調講演を

いただきました。後半はパネルⅠ「起業家セッション」、パネルⅡ「大学セッション」、パネルⅢ「VCセッション」で構成され、パネルⅠではClimate系ス

タートアップ3社が登壇し、大学との接点を持たれた経緯やこれからの展望について、パネルⅡではSCORE大学推進型のプログラム代表をされて

いる大学ご関係者3名が登壇し、産学連携・大学発ベンチャー創出支援においてのお取組内容について、パネルⅢではテック系キャピタリスト3名が

登壇し、大学発ベンチャーの可能性や技術系投資の魅力について語っていただきました。

＜産学連携/技術投資セミナー＞6月23日に「産学連携/技術投資セミナー バイオ創薬ベンチャーへの投資からExitまで、経営者とキャピタリスト

に聞く」を開催しました。武田薬品工業のスピンオフベンチャー企業として創業し、国内の創薬パイプライン型スタートアップのM＆A案件として過

去最大規模で買収された、ARTham Therapeutics 長袋洋氏をお招きして、バイオ創薬ベンチャー企業の創業からExitまでの実体験に基づくお

話の他、それを支えるVCとしてみやこキャピタル 三澤宏之氏にもお話いただきました。

産学連携部会 勉強会（2022/1/31、6/23）

プレゼンテーション

基調講演　「“10 兆円” 規模大学ファンドの創設について」

パネルディスカッションⅠ

「Climate 系スタートアップの現状とこれから」

パネルディスカッションⅡ

「大学における大学発ベンチャー創出支援の取組について」

パネルディスカッションⅢ

「キャピタリストが語る技術系投資の魅力と

大学発ベンチャーの可能性」

文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課長　井上睦子氏

内閣府（科学技術・イノベーション推進事務局）審議官　合田哲雄氏

<パネリスト>
WASSHA株式会社　代表取締役CEO　秋田智司氏
株式会社フィルズ　CEO　飯田百合子氏
株式会社Yanekara　代表取締役COO　吉岡大地氏
<モデレーター>
株式会社環境エネルギー投資　代表取締役社長　河村修一郎氏

<パネリスト>
神戸大学バリュースクール教授/神戸大学産官学連携本部副本部長　坂井貴行氏
早稲田大学アントレプレナーシップセンター所長/理工学術院教授　柴山知也氏
筑波大学国際産学連携本部本部審議役/教授　西野由高氏
<モデレーター>
JVCA理事/産学連携部会長/
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ代表取締役社長　山岸広太郎

<パネリスト>
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ（UTEC）パートナー　片田江舞子氏
インキュベイトファンド　代表パートナー　村田祐介氏
ANRI　プリンシパル　元島勇太氏
<モデレーター>
JVCA産学連携部会委員/みやこキャピタル株式会社　代表取締役 パートナー　岡橋寛明

（肩書は開催時点）

■プログラム
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　グローバル部会ではオンライン形式にて海外のプレイヤーや事例から学びを得るセミナーを開催しております。2月8日は「Let ʼs Go Global 

Fireside Chat ～未上場市場へのグローバル機関投資家の参入トレンドの内情を知る～」と題し、T.Rowe PriceのArchibald Ciganer氏を、5月

27日は「Getting to know Capital Market Fireside Chat ～グローバル資本市場の内情を知る～」と題し、クレディ・スイス証券 斎藤剛氏をお

招きし、グローバル部会委員がモデレータを務め、Fireside Chatを実施いたしました。

　前者では日本の未上場株式に投資する海外機関投資家から見た国内スタートアップ投資を、後者ではセルサイドアナリストから見た資本市場の

現況と海外機関投資家との関わりについてお話しいただきました。

グローバル部会 勉強会（2022/2/8、5/27）

　2020年4月から適用が開始されている「オープンイ

ノベーション促進税制」の一部見直しが行われることと

なり、経済産業省 経済産業政策局産業創造課 安藤裕

介氏をお招きして説明会を開催いたしました。後半で

は村田祐介 企画部長からの代表質問に加えてご参加

の皆様からもチャットにてご質問いただき、当該制度

の変更点について理解を深めていただきました。

企画部 オープンイノベーション促進税制説明会（2022/3/18）

　VC業界ならびにスタートアップの最新動向をメディア各社にご紹介する「メディアプレ

ゼンテーション」を、3月25日に約2年ぶりにリアル開催しました。会長からのJVCA活動

報告、INITIALによる業界に関する調査報告に続き、「脱炭素　待ったなし！」と題するパ

ネルディスカッションを行いました。パネルには、アイ・グリッド・ソリューションズ 秋田

智一氏、Nature 塩出晴海氏、アスエネ 西和田浩平氏に登壇いただき、脱炭素ビジネスに

おけるスタートアップの役割、2022年における脱炭素領域の新しいビジネス等について

語っていただきました。

広報部会 メディアプレゼンテーション（2022/3/25）

　大企業連携部会ではオンライン形式にて大企業連携/CVCに関するセミナーを開催しております。2月24日に「戦略とスタートアップ投資の直結

のため～CVC体制作り進化プロセス」と題し、KDDI 中馬和彦氏、電通ベンチャーズ 笹本康太郎氏、ポーラ・オルビスホールディングス岸裕一郎氏

を、4月27日に「スタートアップに選ばれているCVCに聞く投資活動のヒントとは」と題し、オムロンベンチャーズ 井上智子氏、博報堂DYベンチャー

ズ 武田紘典氏をお招きし、JVCA大企業連携部会メンバーがモデレーターを務め、パネルディスカッションを実施いたしました。

　CVC立上げから現在に至るまで体制作りや経営層の巻き込みなど、CVCを運営していく上での工夫などをご経験に基づいて具体的にお話いただ

き、今後のCVC運営を行う上での多くの示唆をいただけた大変充実した内容となりました。

大企業連携部会 勉強会（2022/2/24、4/27）
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事務局からのお知らせ

［ 1 ］JVCA理事会開催報告
　JVCAでは隔月で理事会を開催しており、2022年1月～8月は以下日程で実施いたしました。

　44件の承認事項を審議し、48件の事項の報告を行いました。　
　また、「JVCA第21期活動内容」「政策提言」等について、理事による自由討議も行っております。

　JVCAは業界としてより一層の法令遵守とコンプライアンスに対する意識向上
のためコンプライアンス推進室を立ち上げ、「JVCA Compliance Handbook
（コンプライアンスの手引き）」を作成しましたが、その理解促進のため5月24日
にコンプライアンス勉強会を会場参加人数を限定し、オンライン配信を行うハイ
ブリッド形式にて開催しました。
　まず森・濱田松本法律事務所 増島雅和先生より「新しい事業を創る人たちのた
めのコンプライアンス」、続いて同所中野恵太先生より「コンプライアンスの手引
きポイント解説」、最後に増島雅和先生に加え、松本季子JVCA理事/コンプライ
アンス推進室長、佐俣アンリ理事/同委員、植波剣吾同委員が加わり、平野清久理
事/同委員がモデレーターを務めパネルディスカッションを行いました。JVCAで
は今後も継続的にコンプライアンスに関する勉強会を行ってまいります。

コンプライアンス勉強会（2022/5/24）

［ 2 ］各種変更のお手続きについて（会員情報管理システムのご案内）
　2022年2月17日より、会員登録情報（会員種別・社名・住所・代表者・担当者など）を確認・変更いただける会員情報管理システムを導入い
たしました。
　システム導入に伴い、以前は押印郵送をお願いしておりました変更届は不要となりました。また会員限定の各種ニュース、セミナー、イベント
等をお知らせする配信先メールアドレスも当会員管理情報システム上で会員の皆様
にて自由に変更いただけることとなりました。
　登録情報に変更が発生いたしましたら、下記JVCA会員サイトよりログインの上
変更をお願いいたします。

◆JVCA会員サイト（マイページ）：
　https://jvca-members.jp/member/login/

※ログインID、パスワード不明等、会員情報管理システム利用にて
　不明な点があれば以下までお問い合わせください。
＜お問い合わせ先＞　info@jvca.jp

　・2月22日　・4月26日　・6月14日　・7月15日　・8月23日
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