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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  

全27セッション・ピッチ登壇企業31社・審査員62名の情報解禁 

 

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 全27セッション、ピッチ登壇企業31社、そして審査員62名の情報を発表

いたしました。 

 

 

  



■登壇・審査員は約200名に！過去最大級の成長産業カンファレンスへ 

追加登壇者や最新事例は中国、アメリカなどに加えて中東やヨーロッパなどを網羅 

『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。 

 

今回公開した4セッションはいずれも「グローバル」がキーワードとなります。中国、中東、アメ

リカ、ドイツ、韓国、スイスなど、多国籍かつ異なる地域におけるスタートアップ企業や大手企業の

連携方法など、さまざまな事例を最前線で取り組んでいる方々よりお伝えいただきます。 

 

公式サイト：https://fuse.forstartups.com 

 

▼豪華登壇者情報を解禁 ※敬称略 

 

 

BMW Startup Garage "ベンチャー・クライアント・モデル"の開拓 

BMW Startup Garage, BSG Germany, Head of BSG, ベンハード・シュワンベック 

Seoul Robotics, Co-founder and CEO, ハンビン・リー 

AirConsole, CEO, アンソニー・クリコ 

Trusted Corporation, Europe Business Development Director, ヴァレリア・モローネ 

 

https://fuse.forstartups.com/


 

 

日本発スタートアップのグローバル展開 

A.T.カーニー株式会社 パートナー 滝 健太郎 

キャディ株式会社 代表取締役 加藤 勇志郎 

ラクスル株式会社 代表取締役社長 CEO 松本 恭攝 

 

 

 

日本企業 x スタートアップ： オープンイノベーションの リアリティ 

スクラムスタジオ株式会社, Senior Director, Studio Business Development and Operations 上松 真也 

東日本旅客鉄道株式会社 イノベーション戦略本部 ユニットリーダー 佐藤 勲 

三菱重工業株式会社 成長推進室事業開発部 次長 五味 慎一郎 

住友生命保険相互会社 新規ビジネス企画部 上席執行役員兼新規ビジネス企画部長 藤本 宏樹 

 



 

 

中国エコシステムから見る日本企業・スタートアップの成功方法 

北京信伊産業投資諮詢服務有限公司 副総経理 萩岡 侑祐 

伊藤忠商事株式会社 情報・金融カンパニー 情報通信部門長代行 堀内 真人 

中信建設有限公司 チーフエンジニア 喬 鋒 

オリックス株式会社 中華圏グループ シニアヴァイスプレジデント 杜 逸 

 

 

 

スタートアップと海外 CVC の 連携方法とは？ Cleantech / Climate Tech CVC の事例より 

独立行政法人・日本貿易振興機構 イノベーション促進課 課長 樽谷 範哉 

エボニック ジャパン株式会社 Research Development & Innovation, Innovation Development Asia,  

マネージャー 鈴木 宏明 

BP Ventures, Managing Partner, Nadur Sophia 

 

 

 



■ピッチコンテスト『DIVERS』全 31 登壇スタートアップ企業決定。審査員は合計 64 名を公表 

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』。

著名スタートアップの現在地、そして描く未来をピッチという形で伝えて頂きます。そして、国内外

の著名投資家や事業会社の方々が審査員として、その事業展開への鋭い質問やコメントを投げかけま

す。今までにない、グロースステージにあるスタートアップも多く参加するピッチステージです。 

 

 

 

 

 

▼追加 7 社の登壇スタートアップ一覧（順不同、敬称略） 

株式会社 QunaSys CEO 楊 天任 

WASSHA 株式会社 代表取締役 CEO 秋田 智司 

ルクサナバイオテク株式会社 代表取締役社長 CEO 佐藤 秀昭 

株式会社ナイルワークス 取締役 COO 田中 克憲 

株式会社ブレイゾン・セラピューティクス CFO(非常勤) 清田 圭一 

株式会社 EV モーターズ・ジャパン プランニング 長 秀俊 

booost technologies 株式会社 代表取締役 青井 宏憲 



 

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。 

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 

 

https://fuse-divers.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/ 

  

 

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

