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会社名：フォースタートアップス株式会社 

代表者：代表取締役社長 志水 雄一郎 

（東証グロース市場 証券コード：7089） 

問い合わせ先 担当者： 取締役兼コーポレート本部長 菊池 烈 

電話番号：03（6893）0650 

 

フォースタートアップス、成長産業カンファレンス『FUSE』Vol.3  

登録者数1,000名突破！豪華5セッションの情報解禁！ 

ピッチコンテスト「DIVERS」参加スタートアップ 6社発表!! 

グローバル進出、ブルーカーボン、ジェンダー平等の最新情報をお届けします 

 

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社

長：志水雄一郎 以下、フォースタートアップス）は、CIC Tokyo（本社：東京都港区虎ノ門、職務

執行者: Timothy Rowe、以下「 CIC Tokyo」）と2022年12月14日（水）に開催する成長産業カン

ファレンス『FUSE』Vol.3 追加5セッション、並びにピッチコンテスト『DIVERS』登壇スタートア

ップ6社の情報を発表いたしました。 

 

 

  



■グローバル観点での起業、グリーンテック、そして先進国最下位のジェンダーギャップ指数に関

する最新情報をお届けします。合わせて本日、プロモーションムービーを公開いたしました。 

世界の当たり前が、まだまだ日本では「あればいいもの」というレベルにあることが非常に多く見

られます。例えば、なぜ最初からグローバル市場を狙った起業家が少ないのか。CSRの域を抜けない

脱炭素やジェンダー平等をどのように改善していくのか。そして、起業家やスタートアップ企業にと

って明日から活用できるようなノウハウ提供をテーマに、最前線で取り組む方々の生の声をお届けす

る豪華5セッションを公開いたしました。 

 

公式サイト：https://fuse.forstartups.com 

プロモーションムービー：https://youtu.be/hhK5YPPtekU 

 

▼豪華登壇者情報を解禁 ※敬称略 

 

 

 

海外起業・海外進出のススメ（仮） 

Mistletoe ファウンダー 孫 泰蔵 

Oishii Farm Corporation Co-Founder & CEO 古賀 大貴 

ポケトーク株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 松田 憲幸 

野村證券株式会社 インベストメント・バンキング エグゼクティブ・ディレクター 田邊 清敬 

https://fuse.forstartups.com/
https://youtu.be/hhK5YPPtekU


 

 

データで紐解く SDGs：ジェンダー平等が生み出す事業的・経済的利点 

LVMH Perfumes & Cosmetics Human Resources, Talent & Development Manager 東城 朋 

ユニファ株式会社 取締役 CFO 星 直人 

スリール株式会社 代表取締役社長 堀江 敦子 

PIVOT 執行役員・チーフグローバルエディター 竹下 隆一郎 

 

 

 

グローバルに見る脱炭素のリアル：アメリカの最新事例（仮） 

HOMMA Group 株式会社 Founder and CEO 本間 毅 

Nomura Securities International, Inc. Nomura Greentech エグゼクティブ・ディレクター 水島 真哉 

株式会社ニューズピックス 編集部 編集委員 / ニューヨーク支局 後藤 直義 

 



 

 

セールスフォース・ジャパン スペシャルセッション 

翔泳社 SalesZine 編集長 宮田 華江 

株式会社ナレッジワーク CEO 麻野 耕司 

株式会社セールスフォース・ジャパン 執行役員 コマーシャル営業 第 5 営業本部 本部長 大平 宏美 

 

 

 

関西広域連合セッション KANSAI スタートアップが注目され始めている理由（仮） 

京都大学医学部附属病院 先端医療研究開発機構（iACT）ビジネスディベロップメント室長 特定教授 小栁 智義 

株式会社 iSGS インベストメントワークス インベストメント・マネージャー 安喜 理紗 

フォースタートアップス株式会社 アクセラレーション本部 Public Affairs 戦略室 室長 泉 友詞 

 

 

 

 



■ピッチコンテスト『DIVERS』グローバルに活躍するスタートアップ 6 社 発表！ 

国内スタートアップのグローバル展開を支援するために誕生したピッチコンテスト『DIVERS』。

これまで多くの応募を頂いている中、各種データなどをもとに分析を行い、第一弾となる登壇企業を

公開いたします。 

 

 

 

 

 

▼登壇企業名（順不同） 

iYell 株式会社 ／ 株式会社 HIROTSU バイオサイエンス ／ 株式会社ビードットメディカル ／  株式

会社センシンロボティクス  ／ エレファンテック株式会社 ／ アスエネ株式会社 

 

引き続き、グローバル展開にすでに取り組むスタートアップ企業を対象に募集をしております。審査

員には、国内外投資家をはじめ、グローバル市場も見ている事業会社の方々をお招きして、スタート

アップのグローバル展開に向けた助言などを含めて、審査いただく予定です。 

 



ピッチコンテスト『DIVERS』公式サイトはこちら 

https://fuse-divers.forstartups.com 

 

■登録者数 1,000 名突破！先着 5,000 名限定で無料参加登録受付中!! 

おかげさまで公開より約 3 週間で登録者数 1,000 名を突破いたしました。より密度の高い交流機会

を創出する目的で、参加者は先着 5,000 名としております。 

 

https://fuse.forstartups.com 

 

【開催概要】 

開催日時：2022 年 12 月 14 日（水）9:30〜20:00 

交流期間：2022 年 12 月 12 日〜12 月 28 日 

形式：オンライン 

参加費：無料 

参加方法：オンライン *参加申込受付後に視聴用 URL を後日お送りいたします 

参加人数（予定）：5,000 名 

イベント公式サイト URL：https://fuse.forstartups.com 

---------------------------------------------------------------------------- 

主催：フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo 

後援：東京都、日本ベンチャーキャピタル協会、日本経済団体連合会、日本貿易振興機構、新経済連

盟、日本スタートアップエコシステム協会、株式会社東京証券取引所 

イベントパートナー：Crunchbase、36Kr Japan、EventHub 

コミュニティパートナー： Hello Tomorrow Japan、Plug and Play Japan、agorize、01Booster、

JSIP、Nordic Innovation House Japan、Advantage Austria 

 

▼FUSE Vol.3 ＆ DIVERS スポンサー一覧 

 

 

https://fuse-divers.forstartups.com/
https://fuse.forstartups.com/
https://fuse.forstartups.com/


【CIC Tokyo について】 

CIC Tokyo は、2020 年 10 月 1 日に虎ノ門ヒルズビジネスタワーの 15 階と 16 階（合計約

6,000 平米）にオープンした、国内最大級のイノベーションセンターであり、スタートアップ（起業

間もない、急成長を目指す企業）を中心に 250 社以上の企業や団体が入居できる広大なワークスペ

ースと、ビジネスの成長とグローバル展開を加速するためのコミュニティやサービスを提供します。 

CIC Tokyo に入居するスタートアップ企業は、自由な雰囲気の中、オフィススペースや多彩な共用

スペースが利用可能です。加えて、イノベーションコミュニティへの様々な形での参画が可能となり、

エコシステム内のキープレイヤーと新たな関係性を構築することができます。また、CIC Tokyo をゲ

ートウェイとして、グローバル拠点へのアクセスが容易になります。CIC Tokyo では 2020 年 10 月

のオープン以降 2021 年 7 月末までにスタートアップやイノベーションに関係のある 280 件を超え

る様々なイベントを開催しており、多くの方が集う場所になっています。 

https://jp.cic.com/ 

 

 

【フォースタートアップス株式会社 概要】 

社名：フォースタートアップス株式会社 

代表者：代表取締役社長 志水雄一郎 

設立：2016 年 9 月 1 日 

事業内容：成長産業支援事業 

証券コード：7089（東証グロース市場上場） 

所在地：東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー36F 

https://forstartups.com/ 

  

フォースタートアップスは、「（共に）進化の中心へ」というミッションを掲げ、「for Startups」

というビジョンのもと、インターネット/IoT セクターをはじめ、ディープテック等リアルビジネス

領域も含めた起業支援と転職支援を中核とした成長産業支援事業を推進。国内有力ベンチャーキャピ

タルと連携したスタートアップ・ベンチャー企業への戦略的資金支援や、成長産業領域に特化した情

報プラットフォーム「STARTUPDB（スタートアップデータベース）」の運用、及び、大企業や行政

との共創モデルによる産業エコシステム強化にも取り組んでいます。今後もミッション・ビジョンと

ともに、日本の成長・発展に貢献してまいります。 

 

 

 【本件に関する取材等のお問い合わせ】 

フォースタートアップス株式会社 PR 担当：宮本、堀 

［TEL：（代表）03-6893-0650 / FAX：03-6893-0651 / MAIL：pr@forstartups.com］ 

 

https://jp.cic.com/
https://forstartups.com/
mailto:pr@forstartups.com

