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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
世界的アクセラレーターTechstars創業者ほか豪華登壇者情報を公開
さらにピッチコンテスト登壇スタートアップ12社を追加発表!!
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3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12社の情報を発表いたしました。

■累計投資者数3,300社を超えるグローバルアクセラレーターTechStars、シンガポール政府系VC
グループ Vertex社など海外セッション追加！さらに全世界11万人を擁するByteDance社からLark
Japan登場
『FUSE』は日本のスタートアップエコシステム拡大に向けて国内外さまざまなプレイヤーをいざ
ない、新たな「融合」と「着火」の機会創出を目指しています。そのため、グローバル規模でスター
トアップへの投資を実行しているTechstarsやシンガポール政府系VC Vertexから世界最先端の情報
インプットはより多くの方々へ届けるべきと考えています。また、本カンファレンスにて活用してい
るイベントプラットフォーム EventHub社からはSlackと共に海外スタートアップのマーケティング
事例、そして世界11万人を擁するByteDance社の社内ツールから誕生したプロダクトが描く、新し
い資本主義における組織形成などについてお届け致します。

公式サイト：https://fuse.forstartups.com

▼豪華登壇者情報を解禁

※敬称略

How to work with Accelerators and VCs, hosted by Google Cloud
海外アクセラレーターやVCとの最適な連携とは by Google Cloud
Google Cloud, Head of VC & Startup Ecosystem, JAPAC, Mike Langford
Vertex Growth, General Partner, Hock Chuan Tam
Techstars, Founder and Chairman, David Cohen

新時代を切り拓くための人と組織のこれから
Bytedance 株式会社

Lark Japan 執行役員

後藤 元気

株式会社 BK Japan Holdings Chief Operating Officer (COO)
株式会社ボットロジー
早稲田大学大学院

CEO

野村 一裕

洲脇 祐太郎

早稲田大学ビジネススクール教授

長谷川 博和

なぜ、欧米の急成長している SaaS 企業たちは、イベントマーケティングに投資するのか？
株式会社 EventHub

CEO

山本 理恵

株式会社セールスフォース・ジャパン

Slack 事業統括 マーケティング本部

中村 友哉

■ピッチコンテスト『DIVERS』合計 12 社公開！審査員は 15 名が新たに加わり合計 41 名に!!

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』。
今回の追加発表により、合計 12 社の登壇企業に関する情報を公開いたしました。そして、審査員も
新たに 15 名が加わり、合計 41 名となりました。

▼審査員氏名（順不同、敬称略）
株式会社ネットプロテクションズ 代表取締役 柴田紳
株式会社博報堂 DY ベンチャーズ 代表取締役社長 徳久昭彦
Eight Roads Ventures Japan Partner 村田純一
Stripe Startup Partner Lead 吉岡朝子
Intel Corporation Intel Capital Director Bill Huang
Carbide Ventures Management 株式会社 代表取締役 堀内健后

インテル株式会社 パートナー事業本部セールス・マネージャー 今井康之
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
オルビス株式会社 代表取締役社長 小林琢磨
A.T.カーニー株式会社 シニアパートナー 筒井慎介
株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役社長 國分丈明
三菱ケミカルグループ ベンチャー部部長 浦木史子
FOOD LOSS BANK 代表取締役社長･日本ガストロノミー学会代表 山田早輝子
ライフタイムベンチャーズ 代表パートナー 木村亮介
株式会社博報堂 DY ベンチャーズ パートナー 漆山乃介

▼登壇者一覧（順不同、敬称略）
株式会社 TRUSTDOCK 代表取締役 CEO 千葉孝浩
Bunzz pte ltd CEO 圷健太
五常・アンド・カンパニー株式会社 CFO 堅田航平

株式会社 RevComm 代表取締役 會田武史
PIVOT CEO 佐々木紀彦
Empath Inc Co-CEO 山崎はずむ
株式会社 eve autonomy 取締役 COO 中山裕介
u g o 株式会社 代表取締役 CEO 松井健
TopoLogic 株式会社 取締役 COO 澤井周
株式会社 WizWe 代表取締役社長 森谷幸平
株式会社 TBM 取締役 COO 坂本孝治
AZUL Energy 株式会社 取締役副社長 林誠之

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 1,500 名突破！先着 5,000 名限定で無料参加登録受付中!!
おかげさまで登録者数 1,500 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。お早めにご登録ください。

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、関西広域連合、クールジャパ
ン機構
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

【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］

