
 

 

 

2022年12月1日 

各 位 

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  

内閣府大臣政務官 鈴木英敬氏をはじめ豪華登壇者情報を公開 

 

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4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。 

 

 

  



■衆議院議員 内閣府大臣政務官 鈴木英敬氏をはじめ、A.T. カーニー 関灘氏・梅澤氏の登壇を発表 

『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お招

きし、新たな「融合」と「着火」の機会創出を目指しています。 

政府によるスタートアップ5か年計画の発表がされ、当カンファレンスにおいても鈴木英敬議員や、

WiL 伊佐山氏、レオス・キャピタルワークス 藤野氏、A.T. カーニー 関灘氏をお招きして、起業家を

増やす方法などを国内外の事例をもとに議論いただきます。 

今回のリリースでは、上記のほかに、スタートアップｘ大手企業の連携、地方でのスタートアップ

支援施策に関するセッションを公開いたしました。 

 

公式サイト：https://fuse.forstartups.com 

 

▼豪華登壇者情報を解禁 ※敬称略 

 

 

 

10X10Xに向けた起業家輩出への取り組み 

A.T. カーニー株式会社 代表取締役 マネージングディレクター ジャパン（日本代表）シニアパートナー 関灘 茂 

レオス・キャピタルワークス 代表取締役会長兼社長 最高投資責任者 藤野 英人 

衆議院議員 内閣府大臣政務官 鈴木 英敬 

WiL 共同創業者兼CEO 伊佐山 元 

https://fuse.forstartups.com/


 

 

スタートアップ x 大企業の連携における課題と解決事例 

CIC Japan 会長 / A.T. カーニー株式会社 日本法人会長 梅澤 高明 

KDDI 株式会社 事業創造本部 副本部長 中馬 和彦 

株式会社 unerry 代表取締役社長 CEO 内山 英俊 

A.T. カーニー株式会社 パートナー / 大学院大学至善館 特任准教授 Jeff Volinski 

 

 

 

クラウドテクノロジーとエコシステムの融合によるデジタル市場での成功 

タレント/ソフトウェアエンジニア 池澤 あやか 

Chatwork 株式会社 執行役員 CTO 兼プロダクト本部長 春日 重俊 

日本オラクル株式会社 ソーシャル・デザイン推進本部 本部長兼 ジョージ・アンド・ショーン株式会社  

代表取締役/共同創業者、社会起業家 井上 憲 

日本オラクル株式会社 オラクル・デジタル デジタルネイティブ戦略室長 西井 雄飛 

 



 

 

東海地区から始まる Japan is Back 

MTG Ventures,Inc. 代表取締役 藤田 豪 

株式会社三井住友銀行 成長事業開発部 上席部長代理 石澤 卓也 

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』合計 24 社公開！審査員は 10 名が新たに加わり合計 51 名に 

 

 

 

▼登壇スタートアップ一覧（順不同、敬称略） 

株式会社フェズ 代表取締役社長 伊丹 順平 

インターステラテクノロジズ株式会社 代表取締役社長 稲川 貴大 

株式会社 Yuimedi 代表取締役社長 グライムス 英美里 

ユニファ株式会社 代表取締役 CEO 土岐 泰之 

株式会社カケハシ 代表取締役 CEO 中川 貴史 

株式会社 UPDATER 代表取締役 大石 英司 



▼審査員 10 名追加！合計 51 名の超豪華ステージ 

 

 

 

▼審査員氏名（順不同、敬称略） 

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 今野 穣 

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 

グローバル・ブレイン ジェネラルパートナー 立岡 恵介 

STRIVE 代表パートナー 堤 達生 

株式会社 AGS コンサルティング IPO 部門 部門長 中村 宏 

SMBC ベンチャーキャピタル 投資営業第一部 兼 投資営業第二部 部長 松下 克俊 

A.T. カーニー株式会社 シニア パートナー 西谷 洋介 

One Capital VC CEO 浅田 慎二 

みやこキャピタル 代表取締役 パートナー 岡橋 寛明  

MCP アセット・マネジメント株式会社 企業リサーチ＆リレーション部 シニアコンサルタント 天野 由華 

 

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 

 

■先着 5,000 名限定で無料参加登録受付中 

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 

 

 

https://fuse-divers.forstartups.com/
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、経済同友会 

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

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/ 

  

 

https://jp.cic.com/
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］ 

 

mailto:pr@forstartups.com

