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日本ベンチャーキャピタル等要覧について

「日本ベンチャーキャピタル等要覧」は、国内主要ベンチャーキャピタル（日本で法

人格を所有している外資系 VC の一部を含む）各社の会社概要や特徴、投資受付担当窓

口などの最新データを網羅したベンチャーキャピタル関連情報ファイルです。

「ベンチャーキャピタル等投資動向調査報告」と併せ、「日本ベンチャーキャピタル

年鑑」としてベンチャーキャピタル業界だけでなく、ベンチャービジネスに関わる全て

の方のお役に立てることを願っております。

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター 

＜本要覧の見方＞

掲載内容は 2019 年に実施した投資動向調査の回答に基づいています（2019 年 5 月

から 8 月にかけて実施）。記載は会社名称順（五十音順）です。 

原則、回答内容をそのまま記載していますが、一部システムの都合上、書式等に修正

を行いました。
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会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

1

中嶋淳
2006年5月
港区麻布十番

アーキタイプ株式会社
Archetype Corporation

106-0045 東京都港区麻布十番2-8-10 麻布松屋ビル4F
03-3798-3700 03-3798-3701
https://www.archetype.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

31件 4人

大企業へのコンサルティングワークによって培われたネットワーク、ノウハウ等を、スタートアップの支援へ活用することで
オープンイノベーションの促進をコアコンピタンスとしている。投資戦略としては、技術力の有る、B2Bのスタートアップへ
投資をすることでより上記目的の達成と知見の効率的な集積を行っている。

2

中嶋　淳
2013年12月
港区麻布十番

アーキタイプベンチャーズ株式会社
Archetype Ventures Inc. 

106-0045 東京都港区麻布十番2-8-10 麻布松屋ビル4F
03-3798-3700 03-3798-3701
https://archetype.vc/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
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海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：
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担当者名：
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e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
株式会社INCJは、2018年9月、既存の官民ファンドである株式会社産業革新機構から新設分割する形で発足しました。

産業革新機構は、2009年7月、産業や組織の壁を越えて、オープンイノベーションにより次世代の国富を担う産業を育成・創
出することを目的に設立されましたが、根拠法である産業競争力強化法の改正法の施行に伴い、同機構は株式会社産業革新投
資機構として、新たな活動を開始しました。

株式会社INCJの全株式は、株式会社産業革新投資機構が保有することになりますが、株式会社INCJは、産業競争力強化法の
改正法施行後も、分割に関する経済産業大臣認可の条件等に基づき、旧産業競争力強化法と同趣旨の枠組みのもとで運営され
ます。したがって、同社は産業革新機構の事業を引き継ぐ形で、既投資先のValue up活動や追加投資、マイルストーン投資、
EXITに向けた活動を主要業務として、国から一定の関与を受けながら、2025年3月末まで、活動をしていきます。

3

info127@incj.co.jp

重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

企画調整グループ　企画調整室
池谷、難波江
03-5218-7200 03-3213-9479

株式会社産業革新投資機構 100.0%

(CEO)志賀俊之、(COO)勝又幹英 500百万円
2018年9月 71人
東京   （従業員数のうち68名は、親会社である株式会社産業革新投資機構からの出向者）   

株式会社INCJ
INCJ, Ltd.

100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング21F
03-5218-7200 03-3213-9479
http://www.incj.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
・日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）とJAグループとの出資による農業法人向け投資育成会社です。
・農業法人のさらなる発展と円滑な事業承継を支援します。農業生産法人に出資可能な投資会社です。

4

全国農業協同組合連合会 15.1%

投資管理部

03-5283-6688 03-5283-6689

日本政策金融公庫 49.9%
農林中央金庫 19.9%
全国共済農業協同組合連合会 15.1%

森本　健太郎 4,070百万円
2002年10月 10人
東京都

アグリビジネス投資育成株式会社
The Agribusiness Investment & Consultation Co., Ltd.

101-0047 東京都千代田区内神田1‐1‐12 コープビル3F
03-5283-6688 03-5283-6689
http://www.agri-invest.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3人

投資によって事業が急速に成長発展し、早期にIPOできる企業を対象に投資を行っている。
池田泉州銀行によるニュービジネス助成金、コンソーシアム研究開発助成金の授賞先や、連携大学発VBに対しても積極的支援
を行っている。
近年では多様なニーズを背景に、事業承継や事業再生に特化したファンドも手がけている。
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mori@ikegin-c.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

投資部マネージャー
森　祐也
06-6375-7204 06-6375-7214

池田泉州銀行及び関連会社

石飛　光俊 90百万円
1989年3月 10人
大阪府

池田泉州キャピタル株式会社
SENSHU IKEDA CAPITAL CO., LTD.

530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町18-14 大阪梅田池銀ビル
06-6375-7204 06-6375-7214
http://www.ikegin-c.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3人

ITリソース、法人営業力などの当社の強みを活かしてベンチャー企業の価値向上と当社とのビジネス共創を実現することを目
的に出資しております。
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cip@ctc-g.co.jp

特に関与しない
特に関与しない
関与することがある
関与することがある
特に関与しない

CTC社員持株会 2.0%

SD企画統括部
宇津木、福原、菰田

伊藤忠商事株式会社 58.2%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5.5%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.9%

菊地　哲 21,763百万円
1979年7月 4,306人
東京 大阪 名古屋 札幌 仙台 広島 福岡
シンガポール

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
ITOCHU Techno-Solutions Corporation

100-6080 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル
03-6203-5000
http://www.ctc-g.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

37件 6人

伊藤忠テクノロジーベンチャーズは、国内外のIT業界のイノベーティブな技術ベンチャー企業を、 次世代のデファクト・スタンダードの役

割を担う一員とすることを最大ミッションとして、2000年設立以来、ベンチャー企業への投資・支援活動を行って参りました。

日本企業のさらなる企業力向上のための基本的要素として、「教育」「風土・意識」「制度・インフラ」の整備、充実あるいは改革が非常に

重要であることは論を俟ちません。 一方、起業スキルの不足、グローバル級ベンチャー企業の不在、起業家を育てる文化の欠如、資金力に

乏しいベンチャーキャピタル（VC）、機関投資家不在の新興市場、IPO至上主義からの脱却、等々VC業界の課題も山積しております。

こうした環境下、当社はIT業界での35有余年に亘って培ってきた事業経験、ノウハウ、また国内外に張り巡らせたネットワークを武器に、将

来性豊かな技術ベンチャー企業の成長・発展を文字通り二人三脚で支援して参りました。

地球温暖化に象徴される環境問題、世界で最初に経験している少子高齢化問題など、地球規模での難問に直面しており、その解決のために、

イノベーション力が今ほど必要とされている時代はありません。その中で、とりわけ日本の役割は大きく、また日本がその独自技術力をグ

ローバルに発揮できる分野は数々あります。

当社は、そのイノベーション・エンジンを最適時に点火して、その最大効率運転を支援することにより、投資先企業の価値向上に努め、投資

家へのリターン最大化を目差します。当社は、「本物のVC」「頼りになるVC」「日本No.1VC」、そして「グローバルに勝負できるVC」に

なることを目差しております。

当社は、コンプライアンス遵守は元より、より一層透明性の高いファンド運営に取組み、「ベンチャー投資を通じた価値創造とイノベーショ

ンによる変革の推進」と言う事業理念の下、21世紀を切り拓くイノベーティブなベンチャー企業を世界に送り出していく所存です。
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fukuhara@techv.co.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
特に関与しない

ファンド運営管理部 ファンド運営管理部長
福原　孝行
03-3497-8077 03-3497-8079

伊藤忠商事㈱ 70.0%
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 30.0%

中野慎三 100百万円
2000年7月 9人
東京

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社
ITOCHU Technology Ventures, Inc.

107-0061 東京都港区北青山2-5-1 伊藤忠ビル8F
03-3497-8077 03-3497-8079
http://www.techv.co.jp/index.htm

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 0人
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itc-investorrelations@innotech.co.jp

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
関与することがある
特に関与しない

株式会社南青山不動産 3.7%

経営企画部

日本投資株式会社 11.3%
KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT 4.8%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.1%

小野　敏彦 10,517百万円
1987年1月 204人
大阪

イノテック株式会社
INNOTECH CORPORATION

222-8580 神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-6
045-474-9030
http://www.innotech.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
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iyo-capital@rose.ocn.ne.jp

投資担当
徳永　邦彦
089-933-8804 089-943-3443

大泉　謙一 320百万円
1985年8月 4人
松山市

いよぎんキャピタル株式会社
Iyogin Capital Company Limited

790-8514 愛媛県松山市南堀端町1番地

http://www.iyo-capital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

100件 10人

インキュベイトファンドは、創業期のネットビジネスに競争力を有した独立系ベンチャーキャピタルです。
シードスタートアップへの投資において国内最大規模の実績を有し、累計約440億円のファンドで400社以上（FOF出資先含）
のポートフォリオを構築しています。

起業家にとって「最初かつ最大の応援団」たるべく、GP個人の独立性と長期的視座を保ち、積極的な経営参画と多面的な支
援を信条として投資支援に努めます。
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yoshida@incubatefund.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

和田圭祐 25.0%

CFO
吉田　周平
080-4400-3947 03-3568-3156

村田祐介 25.0%
赤浦徹 25.0%
本間真彦 25.0%

村田　祐介 7,240百万円
2010年9月 12人
東京
シンガポール インド US

インキュベイトファンド株式会社
Incubate Fund Co., Ltd.

107-6003 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3Ｆ
03-3568-3155 03-3568-3156
http://incubatefund.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

8件 5人

グループ会社である株式会社インスパイアは大企業の共同事業開発、コンサルティングを実施している。ここでの知見とネッ
トワークを活用した、ベンチャーキャピタルとなっている。
投資領域は特化せず、先々の市場のマーケットギャップをみつけそのギャップを解消できるベンチャー企業に対して出資を行
う。経営と実務現場の両面に参画し、プロダクトやサービスの開発から営業まで事業全般についてハンズオン型の支援を実施
する。
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info@inspirecorp.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

取締役
浅田博
03-6418-1091 03-6418-1092

高槻亮輔 50.5%
見満周宜 25.1%
株式会社インスパイア 9.1%

高槻亮輔 10百万円
2006年3月 非公開
東京

株式会社インスパイア・インベストメント
INSPiRE Investment Corporation

107-0062 東京都港区南青山5-3-10 From-1st 3F
03-6418-1091 03-6418-1092
http://www.inspirecorp.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

13件 31人

インテグラル株式会社（代表取締役：佐山展生、山本礼二郎）は、国内の上場・非上場企業等を対象とした日本の独立系プラ
イベート・エクイティ投資会社として、2007年9月に創業されました。インテグラルとは【積分、積み重ね】を意味してお
り、投資先企業の経営陣とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を積み重ねてまいります。インテグラルは、自己資
金・ファンド資金の両方を用いた独自の「ハイブリッド投資」により、長期的視野に立ったエクイティ投資を行っておりま
す。投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値向上支援チーム「i-Engine」による経
営・財務の両面での最適な経営支援を行います。投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、【信頼できる資本家】たることを
目指しております。
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invest@integralkk.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

インベストメントチーム
水谷謙作
03-6212-6105 03-6212-6099

山本礼二郎 1,077百万円
2007年9月 43人
東京

インテグラル株式会社
Integral Corporation

100-6610 東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー10階
03-6212-6100 03-6212-6099
http://integralkk.com/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 8人

■事業概要
・国内外のライフサイエンス分野、IT分野などを中心とした企業に対する投資、ハンズオン支援
・投資事業組合の設立および投資事業組合財産の管理・運用。
・M&Aアドバイザリー。
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yamada@whizp.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

投資運用部 ディレクター
山田　達也
03-6430-6773 03-6430-6774

安東　俊夫 100百万円
2003年5月 17人
東京
香港

株式会社ウィズ・パートナーズ
Whiz Partners Inc.

105-6236 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー
03-6430-6773 03-6430-6774
http://www.whizp.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 0人

バイオテクノロジー分野における先見性・創造性豊かな研究者を大学・研究機関・企業ネットワークから抽出し、シード段階
から積極関与、一流事業に育て上げることを企図する本格的「創出型」ファンドです。 投資先企業のコントロールを維持しな
がら、徹底したハンズオン投資を行うことで、効率的な企業成長を促し、IPOのみならず、M&Aも視野に入れながら、高確率
でExitに向い高収益を狙います。 豊富な経験を有する４名のパートナーが投資・育成にあたります。
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m.ishikawa@watervein.jp

関与することがある
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
関与することがある

石神達三 8.0%

代表取締役
石川　雅徳
03-5433-5030 03-5433-5031

黒石眞史 31.0%
三嶋徹也 23.0%
石川雅徳 15.0%

石川　雅徳 13百万円
2002年9月 2人
東京

ウォーターベイン・パートナーズ株式会社
Watervein Partners

154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2‐8‐9
03-5433-5030 03-5433-5031
http://www.watervein.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
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mayuko.fujimaki@eightroads.com

藤巻　真由子
03-5770-3190

デービット・ミルスタイン

東京都

Eight Roads Ventures Japan
Eight Roads Ventures Japan

106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI 6F
03-5770-3190

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

23件 3人
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y-kanda@nf-partners.co.jp;ryota_yamazaki@agcapital.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

投資管理部 シニアマネージャー
神田　康司/山崎　涼太
03-4503-6400 03-4503-6491

アイフル㈱ 100.0%

鮫島　卓 10百万円
1985年12月 4人
東京

AGキャピタル株式会社
AG Capital Co., Ltd.

105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル6F
03-4503-6400 03-4503-6491
www.nf-partners.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 2人

「世の中をもっと豊かにしたい！」、「世の中の矛盾を正したい！」そんな起業家たちの想いを20年以上にわたりスタート
アップへの投資を続ける中で常に感じてきました。

人類が文字を持ち、文明を進化させ始めて5000年が経ちます。20世紀の終わりにはデジタル・イノベーションにより進化は
加速し、21世紀に入ったこれからの時代、さらにその進化は指数関数的に加速すると言われています。しかし、どんなにテク
ノロジーが発達したとしても、その進化の中枢にあるのは、いつも起業家たちの熱い想いです。

ＳＸキャピタルはこれからも未知の可能性に挑む彼らとともに歩み、ワクワクする未来をつくれる仲間になれたらと思って
います。
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hiroko.endo@sxcapital.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
関与することがある

投資部 取締役投資部長
遠藤　弘子
03-4360-9221 03-6735-4677

株式会社シグマクシス 50.0%
近藤　秀樹 25.0%
遠藤　弘子 25.0%

近藤　秀樹 100百万円
2000年8月 0人
本社 赤坂ｵﾌｨｽ

株式会社SXキャピタル
SX Capital, Inc.

105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス9F
03-4360-9220 03-6735-4677
http://www.sxcapital.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
＜投資コンセプト＞ 私たち、SMBCベンチャーキャピタルVC投資部は、三井住友銀行グループの広範な情報ネットワークと
専門性の高いソリューション力を活用し、多角的な視点から投資先企業の成長・発展に貢献していくことで、共に新しい価値
を切り拓いていくことに注力していきます。 ＜投資手法＞ 成長資金の調達や株主資本充実を目的とした第三者割当増資（普
通株・優先株)や新株予約権付社債等のお引受け、さらには、株主構成の是正・整理や事業承継準備の一環として既存株主から
の株式買取りを行います。 ＜投資対象＞ 特定の分野にとらわれず、高い創造性や専門性、革新的な経営手法などにより、将
来の成長期待が大きな未公開企業に対して、積極的に対応させていただきます。
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funakushi@smbc-vc.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

企画部 部長
船串 秀路
03-6262-1190 03-6262-1189

三井住友銀行グループ

石橋　達史 500百万円
2005年9月 70人
東京 大阪

SMBCベンチャーキャピタル株式会社
SMBC Venture Capital Co., Ltd.

103-0028 東京都中央区八重洲1-3-4 三井住友銀行 呉服橋ビル11階
03-6262-1190 03-6262-1189
http://www.smbc-vc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
インターネットをメインチャネルとした金融サービスを提供するSBIグループは、アセットマネジメント事業の核となるSBIイ
ンベストメント株式会社を中心に、ベンチャーキャピタルファンドの運営・管理を行っている。当社グループは日本有数の運
用総額を誇り、国内外合わせて延べ1,500社を越える投資実績を有する。（2019年3月末時点）各分野の有望な又は将来性のあ
る事業を行う日本国内外の非上場又は上場会社の株式､新株予約権､新株予約権付社債等を投資ターゲットの中心に設定してお
り､豊富な投資経験･実績を持つSBIグループがその有する多様なインフラストラクチャー及びネットワークを活用し､投資先会
社の企業価値向上を支援､株式上場後の市場売却や事業会社への持分譲渡等の手段によって当該価値の具現化を図り､徹底的な
ハイパフォーマンスの実現並びに本組合財産の極大化を目指している。
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tagoto@sbigroup.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

ノーザン トラスト カンパニー（エイブイエフシー）アカウント ノン トリーテイー 3.8%

SBIインベストメント（株）
取締役 執行役員副社長　後藤健
03-6229-0128 03-3224-1971

日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口） 8.7%
日本マスタートラスト信託銀行（株）（信託口） 6.7%
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 4.0%

北尾　吉孝 92,018百万円
1999年7月 6,439人
東京
北京 上海 バンコク 香港 シンガポール ソウル クアラルンプール等

SBIホールディングス株式会社
SBI Holdings, Inc.

106-6019 東京都港区六本木1‐6‐1 泉ガーデンタワー19F
03-6229-0100 03-3224-1970
http://www.sbigroup.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 16人

投資対象
ステージ/エリア：基本的に全ステージ対象（主にアーリー～ミドル）、国内および海外

投資スタンス：
ドコモ/NTTグループ各社との協業または協業可能性が見込める場合
協業を短期的に見込むことが難しい場合でも、事業の成長性（検討事業領域，競争優位性等）を見込める場合

  原則「マイナー投資」　※持分比率の目安としては20%未満
可能であればボードオブザーバ

  情報権(Information Rights)必須

出資金額規模：1～5億円程度

EXITシナリオ：株式等の市場売却、ドコモ及びNTTグループ各社へ株式譲渡等
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takayuki.maino.hk@nttdocomo-v.com;kimura@nttdocomo-v.com;eri.takehara.wg@s1.nttdocomo-v.com

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
関与することがある
特に関与しない

Investment & Business Development シニアディレクター
舞野貴之/木村裕一/竹原恵理
050-9012-1900 03-3568-2426

株式会社NTTドコモ 100.0%

稲川　尚之 50百万円
2008年2月 24人
東京
シリコンバレー

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ
NTT DOCOMO Ventures, Inc.

107-6031 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル31階
050-9012-1900 03-3568-2426
https://www.nttdocomo-v.com/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

4人
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knit@ffg-venture.co.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

総合管理部 部長
國武　正
092-723-2139 092-781-4210

ふくおかフィナンシャルグループ 100.0%

福田　知 10百万円
2016年4月 11人
福岡市

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ
FFG Venture Business Partners, Ltd.

810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-13-1 福岡銀行本店ビル5階
092-723-2139 092-781-4210

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

1件 3人

当社は、医学生物学研究所（MBL）の子会社として2000年に設立されたバイオに特化したベンチャーキャピタルです。これま
で3本のバイオファンドを組成し、現在3本目のファンド「JSR･mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合」を運用中。
当ファンドは国内および海外（主として米国）のバイオベンチャーへ投資を行っています。これまでの知識・経験を活かし
て、医薬品開発を行うベンチャーを中心に、広くライフサイエンスに関連する分野、シードからレーターまでバラランスのと
れたポートフォリオを目指して投資いたします。技術や開発戦略、知財、ライセンスなどバイオ特有の観点を専門の人材がベ
ンチャーを評価し、投資後は支援活動を行うことによりリスクの最小化を図ります。前ファンドを含め、これまでのべ約50社
のベンチャーに投資を行ってきた実績があります。
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kayama@mblvc.co.jp

関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある

代表取締役社長
桂山　靖代
03-3249-8880

株式会社医学生物学研究所 100.0%

桂山　靖代 345百万円
2000年1月 2人
東京

MBLベンチャーキャピタル株式会社
MBL Venture Capital Co., Ltd.

101-0047 東京都千代田区内神田1-2-2 小川ビル2F
03-3249-8880
http://www.mblvc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 12人

1997年10月、大分ベンチャーキャピタル株式会社は大分銀行の関連会社として誕生いたしました。会社創立後12社の上場会
社を創出し、ファンド運営を通じて、合計152社への投資を行いました。また、現在まで14のファンドを組成しております。
現在は、ベンチャー投資を軸に様々なテーマファンドの運営にも取り組んでおります。大分県内の温泉事業者が保有する泉源
を活用した再生可能エネルギーの発電事業に投資を行う「おおいた自然エネルギーファンド」や、農業法人に対して投資を行
う「おおいた農業法人育成ファンド」、事業承継に関する「おおいたブリッジファンド」などを運営しております。
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iwakura@oita-vc.co.jp

関与することがある
重点的に支援する
特に関与しない
重点的に支援する
関与することがある

大分保証サービス㈱ 15.0%

総務部
岩倉　菜摘
097-543-1919 097-543-9191

㈱大分銀行 25.0%
大分リース㈱ 20.0%
㈱大分カード 20.0%

黒木　達夫 50百万円
1997年10月 17人
本社

大分ベンチャーキャピタル株式会社
Oita Venture Capital Co., Ltd.

870-0823 大分県大分市東大道１丁目９番１号
097-543-1919 097-543-9191
http://www.oita-vc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 1人
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関与することがある
関与することがある
特に関与しない
重点的に支援する
関与することがある

飯沼　日出満
1984年10月

株式会社OKBキャピタル
OKB Capital Co., Ltd.

503-0887 岐阜県大垣市郭町2-25
0584-74-2251 0584-74-2204

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

16件 5人

産業競争力強化法に基づく特定研究成果活用支援事業計画として、大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社（以下「ＯＵＶ
Ｃ」）の計画が文部科学省・経済産業省から認定され、これにより、ＯＵＶＣの親法人である国立大学法人大阪大学及び民間
金融機関との間で125億1千万円の出資約束金額にて、ＯＵＶＣ１号投資事業有限責任組合（以下「ＯＵＶＣ１号ファンド）が
設立されました。今回の認定により、認定特定研究成果活用支援事業者となったＯＵＶＣ１号ファンドは、大阪大学の技術に
関する研究成果を活用して事業を行う大阪大学発ベンチャーに対して、経営上の助言や資金供給を行うことで大阪大学の研究
成果の実用化促進に向けた取り組みを推進していきます。また、大阪大学の特徴である共同研究講座・協働研究所等から生ま
れてくる共同研究先企業とのジョイントベンチャーも重要な投資対象と位置付けるほか、更に地域活性化につながる中堅・中
小企業等との案件に関しても支援対象とします。
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shinsaku.miyagi@ouvc.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

管理部 部長
宮城　臣作
06-6879-4982 06-6105-5210

国立大学法人大阪大学 100.0%

神保敏明 35百万円
2014年12月 14人
大阪

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社
OSAKA University Venture Capital Co., Ltd.

565-0871 大阪府吹田市山田丘2番8号 大阪大学テクノアライアンス棟4階
06-6879-4982 06-6105-5210
http://www.ouvc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 4人

オムロンベンチャーズ株式会社は、オムロン株式会社が子会社として立ち上げた、コーポレートベンチャーキャピタルです。
本体である事業会社のオムロンとの連携を取り出資案件の探索及び、出資先企業の成長支援を行っています。
オムロンは、制御機器、自動車用部品、電子部品、ヘルスケア、 社会インフラシステムなど様々な分野で事業を展開してお
り、社会課題の解決を目指す国内外のベンチャー企業と連携することで、イノベーションの加速と既存の枠を超えたさまざま
な可能性を追求します。

【ベンチャーとの提携の例】
１.農業用制御システムを開発するベンチャーＡ社
Ａ社は、農業生産者のノウハウを可視化し、省人化と安定生産を実現する計測制御システムを開発する企業です。オムロンで
は、農業分野を新たな事業の領域としており、オムロンとベンチャーの連携による農業のオートメーション化実現を目指しま
す。
２.産業用のセンサー開発ベンチャーＢ社
Ｂ社は、産業ロボットの「目」と「脳」を研究開発、販売を行う企業です。Ｂ社の保有する技術成長をサポートするととも
に、Ｂ社の技術とオムロンの「センシング＆コントロール」技術を活かし人と機械の融和を加速させ産業分野における更なる
革新を目指しています。
常にソーシャルニーズを創造し続ける我々は、新しい価値を創出するチャレンジ精神のあるベンチャー企業を支援致します。
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yuichi.hisamatsu@omron.com

特に関与しない
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する
特に関与しない

アソシエイト
久松　祐一
03-6718-3433

オムロン株式会社 100.0%

井上智子 490百万円
2014年7月 4人
東京

オムロンベンチャーズ株式会社
OMRON VENTURES CO., LTD.

108-0075 東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル7F
03-6718-3433 03-6718-3639
http://www.omron.co.jp/ventures/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

24件 4人

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)では、平成26年4月より「出資型新事業創出支援プログラム」（略称：SUCCESS
Support Program of Capital Contribution to Early-Stage Companies）を開始いたしました。本事業ではJSTの研究開発成果の実
用化を目指すベンチャー企業に対し、出資や人的・技術的援助を行います。JSTがベンチャー企業の株主になることで民間の
資金が集まってくる「呼び水効果」を狙っています。また、金銭による出資だけでなく、JSTが保有する知的財産や設備等を
現物で出資することも可能です。特に知的財産の現物出資を可能とすることで、JSTや大学が持っている未利用特許の有効活
用が見込まれます。
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entre@jst.go.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

起業支援室 主査
石井雅弘
03-6380-9014

理事長　濵口　道成

国立研究開発法人科学技術振興機構
Japan Science and Technology Agency

332-0012 埼玉県川口市本町4-1-8 川口センタービル
048-226-5601
http://www.jst.go.jp/entre/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

63件 8人

(投資方針） ・当社は、日本初の環境エネルギー分野に特化したハンズオン型VCとして、リスクマネーの提供とどまらず、ユ
ニークな経営プロデュース機能を通じて、クリーンテクノロジーベンチャーの起業及び成長を後押しする方針です。 ・ベン
チャー企業の創業・経営経験をもつメンバーをコアに据え、有望なベンチャー企業の経営に積極的に参画することにより、
様々な戦略的価値を提供していきます。 （事業概要・投資実績） ・現在、総額190億円強のファンド運営を行っております。
・スマートハウス／グリーンビル分野、太陽光・太陽熱／蓄電池・燃料電池／次世代照明・次世代空調等の需要サイド分野、
次世代自動車インフラ／サービス・グリーン物流分野、ホームネットワーク・グリーンIT分野を中心に90件を超える投資実績
を有しております。
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csuzuki@ee-investment.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

日本アイ・ビー・エム 7.7%

管理部 マネージャー
鈴木　千枝
03-5789-9321 03－5789－9325

役職員持株会 40.8%
みずほ証券 11.5%
SBIホールディングス 11.5%

河村　修一郎 50百万円
2006年3月 17人
東京

株式会社環境エネルギー投資
Energy & Environment Investment, Inc.

141-0022 東京都品川区東五反田5-11-1 永田ハウス池田山201
03-5789-9321 03-5789-9325
http://www.ee-investment.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

2人

弊社は、九州大学を中心とした九州の大学発ベンチャーファンド「QBファンド」を活用し、シード・アーリー段階に特化し
た大学発ベンチャーへ投資、九州地域における新産業の創出を目指して活動しております。また、QBファンドでは1社あたり
数千万円から3億円程度のエクイティ投資を行うとともに、プロジェクト段階から数百万円程度の少額投資を行い、事業化を
見極めるギャップファンド機能も持ち合わせていることを特徴とし、グローバル市場を狙える程度の規模を目指す事業ユニッ
トおよびスタートアップに対し、ハンズオン支援を行います。投資先の出口戦略に関しても、IPOだけでなくM&A、事業売却
など、多様なEXITを視野に入れた投資活動を行っております。
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ikari@qbc.co.jp; sakamoto@qbc.co.jp

重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
特に関与しない

本藤　孝 5.3%

アソシエイト/代表パートナー
碇　真一/坂本　剛
092-832-6200 092-832-6201

㈱産学連携機構九州 84.7%
㈱西日本シティ銀行 4.8%
坂本　剛 5.3%

坂本　剛 9百万円
2015年4月 5人
福岡市

QBキャピタル合同会社
QB Capital, LLC

814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目1‐22 SRPセンタービル706
092-832-6200 092-832-6201
http://qbc.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

22件 6人
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kusumi.ko@kyoto-unicap.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する

投資部 執行役員 投資部長
楠美　公
075-753-7595 075-753-7592

国立大学法人京都大学 100.0%

室田 浩司 35百万円
2014年12月 18人
京都市

京都大学イノベーションキャピタル株式会社
Kyoto University Innovation Capital Co., Ltd.

606-8317 京都市左京区吉田本町36-1 京都大学 国際科学イノベーション棟東館4階
075-753-5303 075-753-7592
http://www.kyoto-unicap.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

11件 1人

紀陽銀行グループのVC部門として、和歌山および大阪市以南の企業へのIPO支援・投資を実施。 設立以来、投資先でIPOを果
たした企業は、回転すしチェーンのくらコーポレーションをはじめ7社。 原則投資先は銀行顧客を優先。また、期限のある
ファンドからの投資を一切行わず、本体による直接投資を行うことで、長期的な支援の実施を可能にしている。 また昨今はコ
ンサルティング事業にも注力し、IPO以外の企業の経営課題に対応。銀行グループとの連携により企業の成長支援を幅広く手
掛けている。平成26年1月、紀陽6次産業化投資事業有限責任組合・わかやま地域活性化投資事業有限責任組合を設立。（地元
和歌山県においての6次産業化案件・観光案件に出資を行っていくために組成。）弊社は、ＧＰとしてファンド運営・事務を
担う。
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masuhiro.kawamura@kiyobank.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する

キャピタル事業部 取締役統括部長
川村　益弘
073-426-7130 073-432-7323

紀陽銀行 50.0%
紀陽興産 36.7%
紀陽情報システム 13.3%

日野　和彦 150百万円
1996年1月 38人
和歌山市 田辺 新宮 堺

紀陽リース・キャピタル株式会社
The Kiyo Lease & Capital Co., Ltd.

640-8156 和歌山県和歌山市七番丁24番地
073-426-7130 073-432-7323

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 0人
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ryo-yamada@rw.kintetsu.co.jp

特に関与しない
特に関与しない
関与することがある
重点的に支援する
特に関与しない

部長
山田　亮
06-6775-3647 06-6775-3644

近鉄グループホールディングス株式会社 100.0%

藤田　一人 100百万円
2018年8月 3人
大阪市

近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社
Kintetsu Venture Partners, Inc.

543-8585 大阪府大阪市天王寺区上本町6丁目1-55
06-6775-3647 06-6775-3644
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp/venture/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
米国シリコンバレーを本拠地とするGlobal Catalyst Partners（GCP）は1999年に創業し、これまでに3ファンドで投資活動を
行ってきました。シリコンバレーを中心にIT分野のアーリー・ステージのベンチャー企業に投資し育成してきた中で培ったハ
ンズオン能力、大手企業やベンチャーキャピタルとのグローバルなネットワーク、さらには自ら起業しExit（株式公開、企業
売却）経験を持つファンドマネージャーの能力を最大限に活用し、Global Catalyst Partners  Japan（GCPJ）は投資先ベン
チャー/スタートアップ企業のグローバルな事業展開並びに日本でイノベーション活性化を目指します。イノベーション促進に
は優秀な人材の活性化とサポート提供が肝要と考え、GCPJではGCPJに出資する日本大手企業に対し、各社の既存ガバナン
ス・社内管理システムと整合性を保ちつつ、ベンチャー的メカニズム・オープンイノベーションを実現する新規事業開発プ
ラットフォームを提供し、社内の人材活性化を目指します。投資先ベンチャー/スタートアップ企業にはハンズオンで経営支援
を行うと共に、GCPのネットワークを活用しグローバルな事業展開、資金調達、Exitも視野に入れたサポートを行います。
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kosawa@gc-partners.com;tomomi@gcp-j.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

マネージング・ディレクター 兼 共同創設者
大澤　弘治/井上　友美
03-6455-5950

大澤弘治

Global Catalyst Partners Japan投資事業有限責任組合
Global Catalyst Partners Japan

107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館7F
03-6455-5950
https://gcp-j.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
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yasuda@globalbrains.com;usui@globalbrains.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

取締役
安田　功夫／臼井　規子
03-6362-5700 03-6362-5701

百合本　安彦 100百万円
1998年1月
東京
シリコンバレー シンガポール 韓国

グローバル・ブレイン株式会社
Global Brain Corporation

150-0031 東京都渋谷区桜丘町10番11号

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

6件 4人

独立系ベンチャーキャピタル。国際水準のプロフェッショナルのネットワークを基礎に、スタートアップ期（シード段階）の
ベンチャー企業を中心に投資を行なうだけでなく、経営コンサルティング等を行ない、企業の成長支援を使命としている。特
にベンチャー企業の育成に力点を置き、企業の成長実現・持続のために不可欠な事業計画作りから、資金計画・経営チームの
組織・販売戦略や戦略的提携等の経営戦略づくりを支援する。
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hosoda@gvc.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

細田
03-6426-5064

マイケル ジェイ コーバー 10百万円
1996年6月 4人
東京

グローバルベンチャーキャピタル株式会社
Global Venture Capital Inc.

141-0021 東京都品川区上大崎2-24-1 1-1004
03-6426-5064
http://www.gvc.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

43件 9人

グロービス・キャピタル・パートナーズはリードインベスターとして企業の成長のために必要となる「ヒト（人材）」「カネ
（資金）」「チエ（経営戦略）」の3方向から投資先を総合的に支援する日本初の独立系ハンズオン型ベンチャーキャピタル
です。
1996年に設立した1号ファンド（5億4,000万円）を皮切りに、1999年には2号ファンド（200億円）を欧米で30年以上の投資実
績を持つApaxPartnersとジョイントで組成。その後、再度グロービス単独で2006年に3号ファンド（180億円）、2014年に4号
ファンド（115億円）、2016年に5号ファンド（160億円）、2019年に6号ファンド（400億円）を設立。設立からの運用総額
累計は1,000億円を越え、累計150社超に及ぶ投資実績と31社のIPO実績を持ち、日本のVCとしてトップクラスのトラックレ
コードを重ね、既にクローズしている1、2号ファンドは共に世界VCランキングでトップ25%に入るリターンをLP投資家に提
供しております。
ハンズオン投資として、投資実行時に社外役員となり経営に深く関与。この役員となる投資担当者は、各人が経験豊かな専門
領域を持ち、業界の「インサイダー」としての深い知見とネットワークを駆使し、経営チーム・組織構築、財務・事業計画策
定などの戦略支援や豊富な経験を活かしたIPO支援を行います。また、各投資担当者による支援に加え、成長をより加速させ
るため「4R」（HR、PR、IR、EngineeR）の面から組織横断的な支援を行っていくことも特徴の一つです。
現在は、継続的な成長が見込まれるインターネット・モバイル案件に加え、ヘルスケアや教育、金融分野など非ITセクターに
おけるIT活用案件、IoT（モノやサービスのインターネットによる相互接続）やドローンなどテクノロジー案件を中心に投資を
行っており、培った付加価値投資活動を通じ、グローバル企業の創造と投資リターンの最大化を目指します。
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info-gcp@globis.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
特に関与しない
重点的に支援する
重点的に支援する

ファンド・アドミニストレーター
金井　祐子
03-5275-3939 03-5275-3825

Globis Capital Partners Advisory Cayman 100.0%

堀　義人 15百万円
2006年7月 15人
東京

株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
Globis Capital Partners & Co.

102-0084 東京都千代田区二番町5-1 住友不動産麹町ビル
03-5275-3939 03-5275-3825
http://www.globiscapital.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3件 2人

IT業界のミドル層（30代、40代）は20代から新規事業立ち上げ、事業責任者など起業に必要な経験を積み、経営者以外にもミ
ドル層に多くのプロ人材が生まれています。

しかしながら、自ら起業する人は諸外国に比べて半分程度に留まっています。

XTech Venturesでは、志をもって起業を考えている優秀なミドル層のために、起業をサポートし、多面的な経営支援、IPO支
援を行うことで投資先企業の飛躍的成長を目指します。
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yasuoka@xtech-corp.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

シニアアソシエイト
安岡浩太
03-4405-3451

XTech株式会社 80.0%
手嶋浩己 20.0%

西條晋一 9百万円
2018年1月 5人
東京

XTech Ventures株式会社
X Tech Ventures

103-8285 東京都中央区八重洲1-9-9 東京建物本社ビル5F xBridge-Tokyo

https://xtech-ventures.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

11件 2人

①ぐんぎんビジネスサポートファンド、ぐんぎんビジネスサポート２号ファンドは、ぐんぎんビジネスサポート大賞受賞先等
を投資により支援するファンドであり、地域経済の活性化並びに地方創生に貢献していく。②ぐんま医工連携活性化ファンド
は、投資の対象を医工連携事業とし、医工連携事業を投資により支援していく。ＲＥＶＩＣのファンド出資業務を活用し、県
内金融機関と共同で設立した全国初の取組。
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Kazuhiro.Ishihara@gbconsul.co.jp

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

主任コンサルタント
石原　一弘
050-3733-4300 027-212-9991

株式会社群馬銀行 100.0%

桒原 信介 100百万円
2018年4月 14人
前橋

ぐんぎんコンサルティング株式会社
Gungin Consulting Co., Ltd

371-8611 群馬県前橋市元総社町194
050-3733-4300 027-253-3115

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

20件 9人

インキュベータに関連したファンド。支援企業のうち成長の可能性のある企業に対し、投資支援を行う。また第三セクターと
して、地域に根付いたファンドでもある。今後はKSP（かながわサイエンスパーク）の全機能の連携により関連したシーズ、
地域大学のシーズを基にベンチャー創業をした企業を中心にマイルストーン投資等による成長支援を行う。
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a-watanabe@ksp.or.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

㈱飛島建設 11.1%

インキュベート・投資事業部 主任
渡邉　亜希子
044-819-2001 044-819-2009

神奈川県 11.5%
川崎市 11.5%
日本政策投資銀行 11.1%

内田裕久 4,500百万円
1986年12月 19人
川崎市

株式会社ケイエスピー
KSP, Inc.

213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西304
044-819-2001 044-819-2009
http://www.ksp.or.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 2人

当社は慶應義塾と野村ホールディングスが設立した、慶應義塾大学の研究成果を活用した企業への投資を行うベンチャーキャ
ピタルです。ベンチャー企業の投資育成を通じて、大学の研究成果の社会実装を推進し新産業を創出することで、大学として
の社会貢献の一翼を担うとともに、ベンチャーキャピタルとしての収益を両立し、民間資金を活用した持続可能なベンチャー
育成のエコシステムを構築することを目指しています。
2016年7月に設立した慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合は、ファンド規模が44.8億円、ファンド
期間は2016年7月からの10年間で、最大2年間の延長期間です。
投資領域については、慶應義塾大学の研究成果に競争力があり産業としての成長期待が大きい、IT融合領域、デジタルヘル
ス、バイオインフォマティクス、医薬品・再生医療の4分野を中心に考えていますが、それらに限りません。投資のステージ
については、シードステージからレーターステージまでバランスを取っての投資を考えております。
投資先への支援としては、1つは公的資金の獲得支援、資金調達、IPO支援、M&A支援などの資本政策に係る支援、2つ目とし
て取締役派遣、経営企画機能の代行、経理・財務・法務・人事機能の代行、広報・宣伝機能の代行などのコーポレート機能に
係る支援、3つ目として慶應義塾の研究室とのマッチング、取引先の調査・開拓など、規制当局等との折衝の代行、各種プロ
フェッショナルの紹介などの事業開発機能に係る支援を行います。
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takaoka@keio-innovation.co.jp;eto@keio-innovation.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

執行役員
高岡浩/Cc江藤瑞枝
03-6435-0945 03-6435-0946

慶應学術事業会 80.0%
野村ホールディングス 20.0%

山岸広太郎 50百万円
2015年12月 6人
東京

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ
Keio Innovation Initiative, Inc.

108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル10階
03-6435-0945 03-6435-0946
www.keio-innovation.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

17件 6人

ベンチャー企業と事業会社との情報循環を創り出し、公益の実現と利潤の調和を図ります。そのために業種、地域を限定しな
いネットワークを目指しており、運営するファンドでも業種、地域を限定しないご投資を行っております。

41

kamio@kppartners.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

Co-Founder 取締役
神尾　英昭
03-6434-0214

経営陣等 100.0%

松村 伸也 67百万円
2013年5月 11人
東京

K&Pパートナーズ株式会社
K&P Partners Corp.

101-0047 東京都千代田区内神田一丁目2番1号 ダコタハウス9階

http://www.kppartners.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
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関与することがある
関与することがある
関与することがある

関西電力株式会社
株式会社日本ネットワークサポート

稲田　浩二 10百万円
1998年9月
大阪市

合同会社K4 Ventures
K4 Ventures G.K

530-8270 大阪府大阪市北区中之島3-6-16
06-6441-9736
http://www.k4v.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

25件 8人

弊社は、母体行である㈱山陰合同銀行のベンチャーキャピタル会社として平成8年1月に設立されました。
現在は、べンチャーファンド8本・事業再生ファンド3本を運営しておりますが、ベンチャ－投資は主に母体行の営業基盤であ
る鳥取県、島根県、広島県、岡山県および兵庫県・大阪府の企業を中心に投資を行っております。
事業再生ファンドは、平成16年の設立以来、鳥取県と島根県をカバ－する山陰で唯一の再生支援ファンドとして存在意義が高
まってきております。また、平成26年3月には山陰地方初の6次化専用の農業ファンドである「ごうぎん農林漁業応援ファン
ド」を㈱農林漁業成長産業化支援機構（A-FIVE）、㈱みずほ銀行および母体行と共に設立し農林漁業者様の６次化支援も行っ
ております。
更に、平成27年1月には、㈱地域経済活性化支援機構の協力を得、2本の大学発ファンドを組成しました。本ファンドは、事業
化・収益化の視点から地域の大学の力を積極的に活かすことを通じて、地域に活力をもたらすイノベーション企業の発掘・育
成、新事業の創造を目的としています。これにより、さらに幅広い顧客ニーズにお応えできる体制となりました。
弊社の経営理念は、「輝く未来を信じ、笑顔あふれる地域を創造するインベストメントカンパニー」です。私たちの行動の原
点は「未来は常に輝いている」と信じていることにあります。その信念に基いて、投資やハンズオンを通じて企業に活力を与
え、地域経済を元気にし、その発展に貢献してまいります。
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関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

生保・損保会社5社 14.2%

投資事業部長
手島　芳郎
0852-28-7170 0852-28-7177

㈱山陰合同銀行 5.0%
山陰合同銀行の関連・関係会社 61.8%
証券会社4社 19.0%

佐藤　幸雄 150百万円
1996年1月 10人
松江市

ごうぎんキャピタル株式会社
The Gogin Capital Co., Ltd.

690-0061 島根県松江市白瀉本町71番地
0852-28-7170 0852-28-7177
http://www.g-cp.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3人

・弊社は佐賀県内唯一のベンチャーキャピタルとして、これまで蓄積してきた経験とノウハウを基にベンチャー企業等への投
資支援を行うとともに、企業ステージに応じたアドバイスや企業成長につながるサポートを実施します。
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hironori-i@star.saganet.ne.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
関与することがある

営業　マネージャー
池田　浩徳
0952-29-7658 0952-29-8052

株式会社佐賀銀行 100.0%

秋葉　国彦 80百万円
1991年3月 6人
佐賀市

株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティング
Sagin Capital & Consulting

840-0813 佐賀県佐賀市唐人2-7-20 佐賀銀行本店内
0952-29-7658 0952-29-8052
http://www.sagin-capital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 5人

大樹生命１００％子会社のベンチャーキャピタル。
大樹生命のネットワークを活かし、投資先企業を積極的に支援している。
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info@sanseicapital.com

特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
関与することがある
特に関与しない

投資部長
相田　康一郎
03-3520-2301 03-5564-0669

大樹生命保険株式会社 100.0%

川面　輝恭 100百万円
1991年3月 6人
東京

三生キャピタル株式会社
SANSEI CAPITAL INVESTMENT CO., LTD.

135-0064 東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京オフィスタワー
03-3520-2300 03-5564-0669
https://www.sanseicapital.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

23件 2人

当社は過去10年の投資育成活動で培ったノウハウとシードマネーを提供すると共に、シリコンバレー＆サンフランシスコ、東
京、大阪の3拠点を活かし、世界市場に挑む若い起業家をシームレスに支援するGlobal Seed Acceleratorです。現在は、「梅田
スタートアップファンド1号投資事業有限責任組合」及び「エスファイブ1号投資事業有限責任組合」を通じて、日本発のグ
ローバルベンチャーの発掘・育成を行っています。
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kabasawa@sunbridge-gv.jp;miyano@sunbridge-gv.jp

特に関与しない
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
特に関与しない

投資担当
樺澤哲/宮野豊 
06-6359-3876 03-5488-6027

サンブリッジコーポレーション 100.0%

アレン・マイナー 52百万円
2012年1月 1人
東京 大阪
米国

株式会社サンブリッジ グローバルベンチャーズ
SunBridge Global Ventures Inc.

530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC 7階
06-6359-3876 06-6359-1329
http://www.sunbridge-gv.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

13件 8人

JR西日本イノベーションズのミッションは、「JR西日本グループとともに、外部の技術・ノウハウによるイノベーション
（新しい切り口からのアプローチや新しい融合を創造することでの変革）を活用し、鉄道の持続的運営及び事業創造の拡大を
実現し、西日本エリアをはじめとする地域の活性化に貢献する。」としております。重点領域としましては、①次世代モビリ
ティ、②インバウンド、③働き方改革、④地域ビジネス、⑤ヘルスケア、⑥さらなる新規事業、となります。
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tetsurou-miki@jrw-inv.co.jp

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

三木哲郎
06-6375-8244

西日本旅客鉄道株式会社 100.0%

和田　裕至 10百万円
2016年12月 8人

株式会社JR西日本イノベーションズ
JR West INNOVATIONS Co., LTD.

530-8341 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号
06-6375-8244
http://www.jrw-inv.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

7人

JR東日本スタートアップは、「あなたの夢を未来へつなぐ 『明日』創造ステーション」をビジョンに掲げ、スタートアップ
企業とJR東日本グループをつなぎ、新たなビジネスやサービスの創造に挑戦しています。

【ビジョン～目指す姿】
あなたの夢を未来へつなぐ 『明日』創造ステーション

【ミッションステートメント】
私たちは、未来の夢を実現する、『明日』創造ステーションをめざします。
スタートアップ企業のアイデアや技術と、JR東日本グループの経営資源をつなぎ、夢をカタチにします。
私たちは、新しい未来をつくります。
それは、JR東日本グループのサービスや技術を革新するものです。
それは、お客さまや地域の方々の暮らしと働き方を豊かにするものです。
そしてそれは、安心や信頼に根ざした、ワクワクするような明るい未来です。
私たちは、「地域を元気にしたい」、「暮らしを豊かにしたい」、「新しい未来を創りたい」という、私たちと志を一にする
スタートアップ企業を応援します。
私たちは、日本の未来に、夢と希望あふれる切符‟TICKET TO TOMORROW”を届けます。
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info@jrestartup.co.jp

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
特に関与しない

営業推進部

03-6851-4724

東日本旅客鉄道株式会社 100.0%

柴田 裕 495百万円
2018年2月 7人
東京

JR東日本スタートアップ株式会社
JR East Start UP Co., Ltd.

151-8578 東京都渋谷区代々木二丁目2番2号
03-6851-4724
http://jrestartup.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
滋賀銀行グループのキャピタル会社として４つの投資ファンドを有し、主に滋賀・京都・大阪地区のベンチャー企業や中小・
中堅企業で、将来株式の公開を目指しておられる企業に投資し、資金調達の支援を行うとともに資本政策の策定など公開準備
をサポートします。
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sb-capital@friend.ocn.ne.jp

関与することがある
特に関与しない
特に関与しない
重点的に支援する
関与することがある

投資営業部長
近藤　正也
077－521－2070 077－521－2878

㈱滋賀銀行 100.0%

西川健三郎 3,110百万円
1985年5月
大津

しがぎんリース・キャピタル株式会社
SHIGAGIN LEASE & CAPITAL CO., LTD.

520-0041 滋賀県大津市浜町4‐28 浜町ビル4・5F
077-521-2070 077-521-2878
http://www.shigagin-slc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

1件 1人

独立系のベンチャーキャピタルとして、社会課題の解決に取り組むベンチャー企業を支援していきます。今回、独立行政法人
中小企業基盤整備機構からの出資協力を受けまして、個人投資家からの出資を主とするファンドを設立しております。この
ファンドはいわゆるエンジェル税制を活用するものですが、投資家の方々には出資していただくだけではなく、投資先企業の
育成・支援にも御協力をいただくという新しい形をとっております。
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sato.mitsutoshi@js-capital.co.jp

関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある

愛宕神社 13.1%

代表取締役
佐藤光歳
03-6452-8747 03-6452-8748

池田弘 26.2%
㈱ヒーローホールディングス 18.0%
辻・本郷税理士法人 16.4%

佐藤 光歳 61百万円
2007年4月 4人
東京都

事業創造キャピタル株式会社
JIGYO SOUZOU CAPITAL CO.LTD.

950-0916  新潟県新潟市中央区米山3-1-53
025-250-6306 025-250-6306
http://js-capital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 2人

株式会社四国銀行のグループ会社
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shigincr@crux.ocn.ne.jp

関与することがある
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
特に関与しない

業務部 課長（ファンドマネージャー）
竹内　公人
088-883-1152 088-883-1156

四銀総合リース 47.5%
四国保証サービス 47.5%
四国銀行 5.0%

有光　滋方 10百万円
1991年5月 9人
高知市

株式会社四銀地域経済研究所
Shigin Regional Economic Research Institute Inc.

780-0823 高知県高知市菜園場町1-21 四国総合ビル3F
088-883-1152 088-883-1156

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

54件 5人

株式公開志向のあるベンチャー企業や事業承継・バイアウト等のニーズのある企業に対し、積極的な投資を行っています。 ま
た、これまで蓄積した株式公開ノウハウと静岡銀行グループのネットワークを活用し、株式をめぐるあらゆる課題の解決・ソ
リューションをご提案します。 また、企業再生のパートナーとして、中小企業基盤整備機構や静岡県下の地域金融機関と連携
して、静岡県版中小企業再生ファンドを設立し地域の中小企業再生を支援します。
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shijo@shizuoka-capital.co.jp

特に関与しない
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
関与することがある

静岡不動産㈱ 20.0%

営業部　営業部長
四條　久嗣
054-347-2210 054-345-4441

静岡保険総合サービス㈱ 25.0%
静銀経営コンサルティング㈱ 20.0%
静銀信用保証㈱ 20.0%

水谷　林蔵 100百万円
1984年8月 13人
静岡市

静岡キャピタル株式会社
Shizuoka Capital Company Limited

424-0883 静岡市清水区草薙北2番1号
054-347-2210 054-345-4441

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
ジャフコは創業以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。
2019年３月末現在、これまでに運用したファンドの総額は10,000億円、グローバルで累計約3,950社に投資実行し、うち、
1002社（国内798社）が株式上場を果たしました。
厳選集中投資の方針のもと、国内ベンチャー投資は、新たなテクノロジーやビジネスモデルを立ち上げるスタートアップを対
象にしています。起業の前段階からポテンシャルの高い起業家にアプローチするケースも増えています。また、国内では、バ
イアウト投資も行っており、事業承継からカーブアウトまで、さまざまな投資機会を捉えています。
海外では、ローカルのキャピタリストがアメリカ・アジア（中国、台湾、韓国、シンガポール、インド）にて、投資を行って
います。
ジャフコには企業成長を促進するための豊富なリソースとネットワークの蓄積があります。「CO-FOUNDER」として、事業
の構想段階から経営に関与し、起業家とともに事業の成長にコミットし、企業価値を高めていきます。
また、ジャフコは会社型からパートナーシップモデルのベンチャーキャピタルに大きく転換します。高い志を持つ個人が主体
となりつつ、長期にわたり蓄積していきた組織力にも磨きかけ、ファンドパフォーマンスの一段の向上をめざします。
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info@jafco.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部） 2.2%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 12.1%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6.8%
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM（常任代理人　香港上海銀行東京支店） 2.4%

豊貴　伸一 33,251百万円
1973年4月 134人
東京 名古屋 大阪 福岡
パロアルト シンガポール 香港 台北 北京 上海 ソウル

株式会社ジャフコ
JAFCO Co., Ltd.

105-6324 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

http://www.jafco.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

10人

信金キャピタルは平成13年6月、信用金庫業界の中央金融機関である信金中央金庫（ＳＣＢ）の100％子会社として発足いたし
ました。 信用金庫においては、これまでも地域に根ざした多くの中小企業を支援し、中小企業の健全なる育成に助力するほ
か、中小企業の抱える事業承継等諸問題の解決に積極的に対応してきたところであります。 私たちは、信用金庫業界における
中小企業の投資育成ならびに経営支援を担う専門会社として、資本性資金の供給および事業承継・M＆A業務等を通じて、信
用金庫とともに中小企業の課題解決につとめ、もって我が国経済社会の繁栄に貢献することを目指しております。 また、全国
の信用金庫および信金中央金庫と力を合わせ、企業のライフステージに即した質の高い中小企業向け投資育成・経営支援サー
ビスを提供するとともに、様々なニーズに迅速かつ柔軟に対応して参ります。 新規創業、更なる成長、経営改善、事業承継と
いった課題に取り組まれる皆様の発展と夢の実現に、バリュークリエーターとして貢献していきたいと考えております。
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t-ueda@shinkin-vc.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

投資育成部 部長
上田　俊明
03-6228-7823 03-3564-8881

信金中央金庫 100.0%

山口 和男 490百万円
2001年6月 25人
東京

信金キャピタル株式会社
Shinkin Capital Co., Ltd.

104-0031 東京都中央区京橋三丁目8番1号 信用金庫会館京橋別館10階
03-6228-7820 03-3564-8881
http://www.shinkin-vc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
新生企業投資株式会社は、新生銀行グループのプライベートエクイティ投資会社です。
ITを中心とした幅広い分野のベンチャーに関連するファンドで投資を行う他、投資案件の発掘と目利きが可能なパートナーと
の共同投資ファンドの運営にも積極的に取り組んでおります。
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Ryutaro.Adachi@shinsei-ci.com; Natsuki.Yamazaki@shinsei-ci.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

ベンチャー投資チーム ディレクター
安達/山崎
03-6880-6800 03-4560-1658

株式会社新生銀行 100.0%

松原 一平 50百万円
2012年11月 30人
東京

新生企業投資株式会社
Shinsei Corporate Investment Limited

103-0022 東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
03-6860-9660 03-4560-1658
http://www.shinsei-ci.com/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 2人

業務的、人事的に関係の深いベンチャーラボグループの一員として、ベンチャーラボ社より取得した事業評価書をベースに評
価・投資判断を行うことで、シードやアーリーステージからの投資を実現しています。
既に６社に投資を実行（その他１社には停止条件付き投資コミットメント済）し、内２社はIPOとM&Aにより大幅黒字で投資
回収済で、回収額はファンド規模を既に超過しております。

当社が運営するふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合（ふくしまファンド）は、東日本大震災後、新生銀行様をメイン
スポンサーとしてその他機関投資家様の投資運用ニーズと復興支援活動の一環として設立されたベンチャーファンドです。

56

yoshikane-h@skystar.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

他２名 40.0%

経営企画 取締役
吉兼　裕貴
03-6264-1861 03-6264-1862

山中唯義 20.0%
山中伸太郎 20.0%
山中大慈 20.0%

山中唯義 1百万円
2012年8月 6人
東京

株式会社スカイスターファイナンス
Sky Star Finance Co., Ltd.

104-0045 東京都中央区築地6-17-4 リードシー築地ビル4F
03-6264-1861 03-6264-1862
http://skystar.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

原則全件 9人

STRIVEは、共同代表パートナーの天野雄介及び堤達生の投資家2名とグリーベンチャーズ株式会社との共同事業として、これ
までに総額200億円超の資産を運用するベンチャーキャピタルファンドです。2011年の事業開始以降約8年に渡り、日本、東
南アジア及びインドのスタートアップ企業約60社に投資を実行しています。主にアーリーステージにおけるリード投資家とし
て、STRIVEの経験豊かなチームが持つ知見とネットワークを活かして積極的なハンズオン支援によって、投資先の価値向上
を通じて収益を上げることを目指しています。
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info@strive.vc

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

Investment Manager
髙田　洋輔
03-5770-9190 03-6277-8421

天野 雄介 N/A
堤　達生 N/A
グリーベンチャーズ株式会社 N/A

天野 雄介／堤　達生 N/A
2011年11月 13人
東京
シンガポール

STRIVE
STRIVE

107-6003 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3F
03-5770-9190 03-6277-8421
https://strive.vc/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
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shota.takamoto@spiral-ventures.com

アソシエイト
髙本　将太
03-6452-8615 03-6452-8616

奥野友和

Spiral Ventures Japan有限責任事業組合
Spiral Ventures Japan LLP

105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP 13F
03-6452-8615
https://spiral-ventures.com/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

西武しんきんキャピタル株式会社
SEIBU Shinkin Capital Corporation

150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1丁目20番2号
03-6455-2313 03-3461-3888
http://seibucapital.co.jp
四谷　康治 50百万円
2003年2月 3人
東京都

西武信用金庫 100.0%

投資営業部 アシスタントマネージャー
石田　純一
03-3384-6140 03-3384-6190

4人

西武信用金庫のグループ会社、西武信用金庫の営業地域（東京都および近県）の企業を中心に投資活動を展開。
ネットワークを活用した成長支援、西武信用金庫の間接金融による支援などを積極的に行っております。
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j.ishida@seibucapital.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

6人
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sato15573@cs.saisoncard.co.jp

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
特に関与しない

株式会社 クレディセゾン データビジネス部
佐藤　光
03-3988-2156

株式会社クレディセゾン 100.0%

三浦　義昭 100百万円
2015年6月 1人
池袋

株式会社セゾン・ベンチャーズ
SAISON Ventures Co., Ltd.

170-6073 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60・52F
03-5992-8389
なし

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
大和証券グループの一員たる当社は、1982年の創業以来、資本市場に関する豊富なノウハウと経験を生かし、これまで80本のファンド運

用、投資総額4,100億円を行い、600社超の投資先企業が国内外でIPOを果たしました。

当社の特色は、ベンチャーキャピタル業界にあって、大和証券グループのリソースを最大限に活用した財務・資金調達から法務、コンプライ

アンス、EXITまでトータルな企業支援が可能なサポート体制を持っていることです。

当社は、起業家・ベンチャー企業のニーズと投資家のニーズをつなぐ役割を果たし、両者の利益と社会的評価の向上を目指します。このファ

ンド事業を通じて、産業の創出・活性化に貢献し、活力ある経済社会の実現とその持続的発展が私たちの使命です。

イノベーションによる社会の課題解決にチャレンジする次世代の成長企業を積極的に支援し、付加価値の創出と持続的な経済成長を生み続け

る自律的なベンチャーエコシステムの実現・定着により新興市場の更なる発展に取り組んでいきたいと考えています。

長引くデフレからの早期脱却、日本経済再生とその持続的成長に向けたアベノミクスの掲げる未来投資促進、特に生産性革命の実現のための

成長戦略である「産業の新陳代謝とベンチャー創出の加速」の実現が期待されています。

私たちは、革新的な技術・事業モデル、独創的な商品・サービスで未来を創る次世代のベンチャー企業、意欲あふれるリーダーを支援しま

す。

私たちは、常に

・質の高いサービスを提供し、投資先企業やファンド出資者の信頼と期待に応える

・専門性・創造性・人間性豊かな人材を育む魅力ある環境を醸成し、健全な事業活動により企業価値を高め、お客様の信頼と期待に応える

企業でありたいと考えます。
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katsumi.uchida@daiwa.co.jp;kayoko.yanagihara@daiwa.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

経営企画部
内田／柳原
03-5555-6424/03-5555-6340 03-5555-0877

株式会社大和キャピタル・ホールディングス 100.0%

代表取締役社長　栁原藤雄 100百万円
2013年5月 72人
東京 仙台
ホーチミン 台北

大和企業投資株式会社
Daiwa Corporate Investment Co., Ltd.

100-6756 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
03-5555-6300 03-5555-0877
http://www.daiwa-inv.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

25件 3人

○投資方針
千葉県内企業を中心に地域経済の活性化に寄与できると判断した企業に対して投資する。
投資先企業に対して企業ニーズに合わせ様々な角度から企業価値を高めるべく支援を行なう。
○主な投資実績
業種、企業ステージにとらわれることなく、幅広い業種、様々なステージの企業に投資しております。
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equity@chibagincapital.co.jp

特に関与しない
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
関与することがある

投資部 部長
山﨑/小川/井上
043-298-2232 043-248-8821

ちばぎん保証株式会社 50.0%
株式会社千葉銀行 30.0%
その他 20.0%

江下　亮 100百万円
1984年5月 11人
千葉

ちばぎんキャピタル株式会社
CHIBAGIN CAPITAL CO., LTD.

261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-10-2
043-298-2232 043-298-2231
http://www.chibagincapital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 2人

京都中央信用金庫及び㈱ジャフコと連携を密にして、投資及び融資の両面から、地元及び近隣地域で株式公開を目指す企業の
育成支援と、地元産業の発展を図っています。
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chushin_v.c@nifty.ne.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

富光商事㈱ 15.0%

投資運用部 　係長
清水　匡
075-223-8292 075-211-2475

㈱ジャフコ 45.0%
京都中央信用金庫 20.0%
中信総合リース㈱ 15.0%

平　林　幸　子 20百万円
1985年2月 2人
本店のみ

中信ベンチャーキャピタル株式会社
Chushin Venture Capital Co., Ltd.

600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入ル函谷鉾町91
075-223-8292 075-211-2475

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3件 3人
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kaoru.oda@tsuneishi.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

織田　薫
084-987-3553 084-987-5078

ツネイシホールディングス㈱ 100.0%

津幡　靖久 50百万円
2010年12月
広島

ツネイシキャピタルパートナーズ株式会社
TSUNEISHI CAPITAL PARTNERS Co., Ltd.

720-0313 広島県福山市沼隈町大字常石1083番地 ツネイシホールディングス(株)経営管理部内

084-987-3553
http://tsuneishi-cp.com/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

10件 5人

2016年7月にTNPグループとして新たに立ち上げたベンチャーキャピタルです。TNPが構築してき たノウハウとネットワーク
に更なる専門性を持つメンバーを加え、Society5.0の実現に向けて、革新的技術を活かした新たな市場創出の可能性に資する
ベンチャー企業等への発掘・支援・育成を行っています。
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harakawa@tnp-g.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する

インベストメントマネージャー
原川　敬英
045-470-8088 045-470-8090

TNPパートナーズ 100.0%

呉　雅俊 3百万円
2016年7月
横浜

株式会社TNPスレッズオブライト
TNP Threads Of Light Corporation

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 新横浜SRビル8階
045-470-8088 045-470-8090
http://www.tnp-g.jp/tol.html

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

16件 7人

当社は、バイオ分野に特化したベンチャーキャピタルとして、2014年5月に大和証券グループのベンチャーキャピタルである
大和企業投資の100％子会社として設立しました。
日本と台湾の創薬分野を中心とした未上場のバイオベンチャーを主な投資対象とした、「大和日台バイオベンチャー投資事業
有限責任組合」を2015年1月に設立しました。
また、既に起業されているバイオベンチャーへの投資に加えて、ファンドがベンチャー設立を主導する投資（ベンチャークリ
エーション投資）も積極的に行います。
また、リスクマネーの供給のみならず、医薬品開発・ライセンス戦略・薬事戦略・事業開発等の知見を有する経験豊富な外部
専門家と連携するとともに、大学・研究機関・バイオ企業・製薬会社との連携等を通じて、投資先企業に対する積極的なハン
ズオン支援を行います。
台湾投資においては、台湾の有力ベンチャーキャピタルである和通、台湾の研究開発機構であるDevelopment Center for
Biotechnology を本ファンドの戦略的パートナーとして投資案件の発掘・調査を行うとともに、投資先企業の企業価値向上を
図ってまいります。
本ファンドを通じて、日本と台湾の企業間のアライアンスも積極的に推進することにより、グローバルな事業展開が求められ
るバイオベンチャーに対する多様な支援が可能になると考えております。
本ファンドの投資活動が、日台の健康医薬産業、医薬産業の発展に貢献できるよう、取り組んでおります。
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dcip_info@daiwa.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

代表取締役社長
成田　宏紀
03-5555-6335 03-5555-0877

大和企業投資株式会社 100.0%

成田 宏紀 50百万円
2014年5月 6人
東京都

DCIパートナーズ株式会社
DCI Partners Co., Ltd. 

100-6756 東京都千代田区丸の内1-9-1  グラントウキョウ ノースタワー 大和企業投資（内）

03-5555-6410 03-5555-0877
https://www.daiwa-inv.co.jp/dcip/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

1件 1人
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hayashi@thon.co.jp

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する

総務部
林　宗見
052-219-7607 052-331-7382

ﾃｨ･ﾊﾝｽﾞｵﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 99.8%
藤巻　正司 0.2%

藤巻　　正司 30百万円
2005年9月 1人
名古屋

ティー・ハンズオンインベストメント株式会社
T・Hands On Investment, Inc.

460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-2-4 ID・AREA 601 税理士法人ウイン内
052-212-7115 052-331-7382
http://thon.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

7人

日本政策投資銀行（DBJ）グループのベンチャーキャピタルです。高い成長性が期待されるベンチャー企業に対し、成長資金
としてのエクイティ投資をするだけではなく、投資先企業のニーズに合わせ、DBJグループ全体のソリューションをアレンジ
いたします。
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nbivcipdi@dbj-cap.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

以下ホームページ内の投資相談フォームへ
https://www.dbj-cap.jp/

上記フォームへの入力が不可の場合は以下へ

㈱日本政策投資銀行 100.0%

内山 春彦 99百万円
2010年6月 15人
東京

DBJキャピタル株式会社
DBJ Capital Co., Ltd.

100-0004 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

https://www.dbj-cap.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

30件 3人
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itokenv@d4v.com;vincent@d4v.com;fumiaki@d4v.com

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

Founder
伊藤健吾／Tan Vincent／永瀬史章
03-6447-1334

伊藤健吾 40.0%
MTパートナーズ 30.0%
あすかホールディングス 30.0%

伊藤健吾 33百万円
2010年9月 6人
渋谷

D4V合同会社
Design for Ventures, LLC

107−0061 東京都港区北青山3−5−29 One表参道 7F
03-6447-1334
http://d4v.com/index-ja.php

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

13件 5人

本ファンドは、主として、エレクトロニクス、情報通信、IoT・ビッグデータ関連分野において、ベンチャー企業と大企業の
連携により、
技術シードの事業化における高いハードルを越え、技術に立脚したベンチャー企業のシード・アーリーステージにおける成功
例や
新規事業の成功例を創出することを目的とし、本年3月設立。
テックベンチャー企業に対し、個社単体では成し得ない複数の事業会社のリソースをワンストップで提供できる技術事業化プ
ラットフォームの創出を目指すオープンイノベーション型ベンチャーファンドを特徴とする
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s-kita@techaccel.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

投資マネージャー
喜多　総一郎
03-5439-4622

リコー 49.2%
オムロン 49.2%
SMBCVC 1.6%

株式会社リコー、オムロン株式会社、SMBCベンチャーキャピタル株式会社 50百万円
2016年2月 7人

合同会社テックアクセルベンチャーズ
TechAccel Ventures, LLC

108-0014 東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田4F
03-5439-4622 -
https://www.techaccel.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

19件 7人
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takee.nemoto@tel.com

特に関与しない
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
特に関与しない

Venture capital Venture Partner
根本　剛直
03-5561-7270 (+1-510-624-3451)

東京エレクトロン 100.0%

圓城寺 啓一
2006年8月 13人
東京
Fremont Grenoble     

TEL VENTURE CAPITAL
TEL Venture Capital, Inc.

107-6325 東京都港区赤坂5‐3‐1 赤坂Bizタワー
03-5561-7270 03-5561-7066
http://www.tel.com/about/telvc.htm

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
電通デジタル投資事業有限責任組合（電通デジタル・ファンド、出資金総額100億円）を運用しております。
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takuji.hattori@dentsu.co.jp; mi.suzuki@dentsu.co.jp

特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
関与することがある
特に関与しない

服部　拓司、鈴木　みゆき
03-6216-8615 03-6216-8615

株式会社電通 100.0%

代表取締役社長　大久保克彦 50百万円
2000年3月 2人
東京

株式会社電通イノベーションパートナーズ
DENTSU INNOVATION PARTNERS INC.

105-7001 東京都港区東新橋1-8-1 電通本社内
03-6216-8615 03-6217-5610
http://dentsu-ip.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

50件 12人

＜投資方針＞
①斬新な事業の創業に結びつく研究成果やアイデアを発掘。
②起業（創業）前の「種（シード）」の段階、起業（創業）から間もない「早期（アーリー）」の段階に注力し、起業家や研
究者とともに、高い経済価値を生み出す事業を共同で創出。
③資金を出すだけでなく、企業価値の向上に向け、積極的に経営に協力。自ら、人的な資本としても貢献。
④有望な投資先企業に対しては、成長資金をマイルストン投資。
⑤IPO（株式公開）やM&A（合併・買収）の実現についても積極的に貢献。
⑥関連する技術を組み合わせて骨太にし、競争優位性を強化（テクノロジーロールアップ）。
⑦日本の技術を世界の市場へ展開することを志向。
＜事業概要＞
東京大学と密接な連携を軸に、優れた知的財産や人材を活用するベンチャー企業への投資業務及び投資先企業への支援業務を
行う。

73

utec-kanri@ut-ec.co.jp

重点的に支援する
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
重点的に支援する

03-5844-6671 03-5844-6672

一般社団法人東京大学産学連携支援基金 100.0%

郷治友孝 5百万円
2018年4月 15人
東京

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ
The University of Tokyo Edge Capital Partners Co., Ltd.

113-8485 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟3階（東京大学アントレプレナーラボ）

03-5844-6671 03-5844-6672
http://www.ut-ec.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

10件 3人

東京大学を100%の株主とする当社は、産業競争力強化法の「特定研究成果活用支援事業」の下、以下の三点の目的として
2016年 1月に設立された。
①東京大学周辺のベンチャーキャピタルの質と量の充実を促す支援事業（ベンチャーキャピタル支援・育成事業）
②大企業と連携した投資事業（事業会社との連携事業）
③国内外の大学研究機関連携投資事業（大学・研究機関連携事業）

2016年12月に設立された当社１号ファンドでは、このうちの①にフォーカスを当てて投資事業を展開している。シード・
アーリー段階のベンチャーについては複数の民間ファンドへの間接投資を通じて、成長の後押しが必要となるミドル以降のベ
ンチャーについては民間との協調直接投資を通じた支援・投資を行う。これにより、文系・理系のあらゆる分野で世界最高水
準の東京大学の教育研究成果をベースに、多様で越したベンチャーを産み出すと同時に、適切な投資収益を確保することを目
指す。
　投資事業のみならず、東京大学とも連携をとり、プレシード段階でのベンチャー支援活動も展開している。
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k.kakehi@utokyo-ipc.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

協創推進部 部長
筧　一彦
03-3830-0200 03-3830-0183

国立大学法人東京大学 100.0%

大泉　克彦 90百万円
2016年1月 5人
東京

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社
UTokyo Innovation Platform Co., Ltd.

113-8485 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟アントレプレナーラボ261
03-3830-0200 03-3830-0183
https://www.utokyo-ipc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

18件 8人

当社は、東北大学の100％子会社であり、東北大学の研究成果に基づく優れた技術を、大学発ベンチャーの設立・投資・育成
活動を通じて事業化し、新産業を創出することによりイノベーションを起動することを経営理念としています。
また、新産業創出を通じた東北地域の創造的復興と経済振興を目指します。
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ynemoto@thvp.co.jp ;tideno@thvp.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある

管理部
根本　義久/出野智昭
022-224-5861 022-224-5862

国立大学法人東北大学 100.0%

吉村洋 30百万円
2015年2月 12人
仙台

東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社
TOHOKU University Venture Partners Co., Ltd.

980-0812 宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 産学連携先端技術研究開発センター505
022-224-5861 022-224-5862
www.thvp.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

15件 10人

DOGANは、九州地区の経済活性化のために中小企業支援・事業再生のプロフェッショナルが終結して、2004年8月に設立した
ブティック型インベストメントバンクです。主な業務は以下の通りです。
(1) 九州地区に拠点を持つ中小企業へのM&A斡旋、投資育成、成長支援業務
(2) 九州地区に拠点を持つ経営不振企業の再生支援業務
(3) 上記(1)(2)の業務を目的とするファンドの組成及び運営業務 地元中小企業を支援することを目的とした九州経済活性化に資
する地域特化型の投資ファンドプログラムを用意しております。

2017年1月にはベンチャー企業を専門的に支援する株式会社ドーガン・ベータを株式会社ドーガンの100%子会社として設立し
ました。
また株式会社ドーガンは、2017年3月に福岡財務支局より投資運用業の登録を受けました。今後も投資運用業者として多様な
ファンドプログラムを提供して参りたいと考えています。
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hayashi@dogan.jp; arimura@dogan.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

代表取締役/IR・広報
林　龍平/有村　尚子
092-739-2311 092-739-2317

林　龍平
渡辺　麗斗
株式会社ドーガン

林　龍平 15百万円
2017年1月 3人
福岡

株式会社ドーガン・ベータ
Dogan beta, Inc.

810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル
092-739-2600 092-739-2317
https://dogan.vc/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
■投資対象企業は主に鳥取県を中心とした中国地方に所在する成長志向及び事業承継の対策を必要とする中小企業や農林水産
分野の事業者です。
■投資先企業の育成支援にあたっては、地方自治体、公益財団法人鳥取県産業振興機構、地方独立行政法人鳥取県産業技術セ
ンター、日本政策金融公庫、国立大学法人鳥取大学及びファンド出資の地元金融機関で支援組織を立ち上げ、産学官金が一体
となり、地域を上げて取組を行います。
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k.majima@tottoricap.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

明治安田生命保険相互会社

投資業務部 次長
馬嶋　一雄
0857-20-2733 0857-25-6193

とりぎんリース㈱
親和商事㈱
㈱ジャフコ

寺谷　淳 50百万円
1997年6月 4人
鳥取市

とっとりキャピタル株式会社
The Tottori Capital Co., Ltd.

680-0846 鳥取県鳥取市扇町9‐2  とりぎんプラザビル2F
0857-20-2733 0857-25-6193
http://www.tottoricap.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

25件 5人

新潟ベンチャーキャピタル株式会社は、新潟県の行政資金の運用（ベンチャー投資）を目的に誕生致しました。
現在においては、行政資金を中心とした新潟インキュベーションファンド1号（6.22億円）に続き、地方創生新潟1号ファンド
（18.1億円）を組成し、ファンド投資を通じた地方創生に取り組んでおります。
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nagasawa.mariko@niigata-vc.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

株式会社ＮＳＧ教育ネットワーク 5.0%

インベストメント部　マネージャー
長澤　麻里子
025-250-6306 025-250-6306

事業創造キャピタル株式会社 10.0%
愛宕商事株式会社 6.7%
株式会社エデュースホールディングス 6.7%

永瀬 俊彦 30百万円
2010年3月 2人
新潟 東京

新潟ベンチャーキャピタル株式会社
NIIGATA VENTURE CAPITAL Corporation

950-0916 新潟県新潟市中央区米山3-1-46
025-250-6306 025-250-6306
https://niigata-vc.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

10人

ニッセイ・キャピタル株式会社は1991年に日本生命保険相互会社を母体として設立されました。以来、日本生命グループのベ
ンチャー投資を担う機関として、独自の競争力と社会的意義を有する数多くのベンチャー企業へ出資をして参りました。 　今
後も日本最大の機関投資家である日本生命グループの総合力を活かし、これからの時代を担う競争力・成長性を有するベン
チャー企業の良きパートナーとして、出資による資金提供にとどまらず、経営・財務に関わるアドバイス、お取引先の紹介等
を通じて、将来の株式上場に向けた各種サポートに取り組んで参ります。
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ogino@nissay-cap.co.jp;ohara@nissay-cap.co.jp;taniguchi@nissay-cap.co.jp;sato@nissay-cap.co.jp;iizuka@nissay-cap.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する

業務部
荻野　飛雄馬/小原　茂子/谷口　健太郎/佐藤　将秀/飯塚　朝美
03-3217-5360 03-3501-6640

日本生命保険相互会社 100.0%

安達　哲哉 3,000百万円
1991年4月 18人
東京（本店）

ニッセイ・キャピタル株式会社
NISSAY CAPITAL CO., LTD.

100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル22F
03-3217-5360 03-3217-5381
http://www.nissay-cap.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

日本アイルキャピタル株式会社
Japan Isle Capital Co., Ltd.

105-0012 東京都港区芝大門2丁目11番8号 住友不動産芝大門2丁目ビル14階
03-6453-0191
http://www.isle-cap.co.jp/
杉田庄司 30百万円
2015年11月 5人
東京

代表取締役社長
杉田　庄司

ベンチャー企業の成長を支援する。
資本市場、及び海外の進出戦略や海外資本市場へのサポートに強味を有する。
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sugita@isle-cap.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
日本アジア投資株式会社（JAIC）は、1981年に経済同友会を母体として設立されました。

　設立以来、日本からアジアへの直接投資拡大に貢献してきた他、日本国内では、大手ベンチャーキャピタルとして、日本経
済の活性化につながるベンチャー企業及び中小・中堅企業の発掘・育成・支援に力を注いでまいりました。
　今日、急速に少子高齢化が進み、日本をはじめとするアジア諸国において、社会や経済のパラダイムが大きく変わる重要な
局面を迎えています。
　この問題を乗り越えるためには、イノベーションにより、新しい技術やサービス等の価値の創造や既存事業の再活性を行
い、安心・安全で質と生産性の高い、持続的な成長を維持できる社会を構築する必要があります。また、日本においては、自
らのイノベーションによる内生的な成長のみに依存せず、成長著しいアジアとの交流や連携を強化し、インバウンド需要等の
外生的な成長を取り込むことも重要です。私たちは、ここにJAICの事業機会があると考えています。

私たちは、アジアと日本の経済発展に役立つべく、設立後35年に亘り投資活動をして参りました。今後も、その豊富な経験
と実績を活かし、日本とアジアの持続的成長に一層貢献して参ります。

81

bpt@jaic-vc.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

楽天証券株式会社 2.4%

FIRST EASTERN ASIA HOLDINGS LIMITED 7.0%
株式会社SBI証券 3.6%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.6%

下村　哲朗 5,426百万円
1981年7月 40人
東京 西日本
上海 瀋陽 天津 蘇州

日本アジア投資株式会社
Japan Asia Investment Co., Ltd.

101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11 精興竹橋共同ビル
03-3259-8518 03-3259-8511
http://www.jaic-vc.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

18人

NVCCは支援型の本格的ベンチャーキャピタルとして、我が国の次世代を担う起業家・ベンチャー企業を応援してまいりま
す。 時代が大きな変革のときを迎えている今、旺盛な起業家精神を持つベンチャー企業の目前には、広大なフロンティアが広
がっています。しかし、その起業家精神を、確実にビジネスに結びつけていくには、マーケットニーズへの的確な視点、優れ
た商品やサービスはもちろんのこと、安定した資金調達や人材の確保、販路の拡大など、経営戦略上のさまざまな課題をクリ
アしていくことが不可欠です。 資金の供給のみならず、経営課題を乗り越えるために必要な知識と経験を提供することこそ
が、ベンチャーキャピタルが果たすべき役割であると、私たち日本ベンチャーキャピタル（NVCC）は考えます。 NVCCは、
自らベンチャー企業を興し、現在、各分野で成功をおさめている事業家や、ベンチャー支援に熱意を持つ大手企業などが結集
した、これまでとは異なる支援型の本格的なベンチャーキャピタルです。 各専門分野の経験豊かな事業家たちの協力のもと
に、わが国の次世代を担う起業家・ベンチャー企業に対して、中立的なスタンスで多面的に応援してまいります。
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invmgm@nvcc.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

セコム株式会社 4.8%

投資業務部長
水島　玲子
03-6256-0230 03-6256-0231

日本生命保険相互会社 4.8%
ウシオ電機株式会社 4.8%
オリックス株式会社 4.8%

奥原　主一、多賀谷　実 2,050百万円
1996年2月 22人
大阪

日本ベンチャーキャピタル株式会社
Nippon Venture Capital Co., Ltd. 

100-6334 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング34階
03-6256-0230 03-6256-0231
https://www.nvcc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

6件 2人

当社はバイオ・ライフサイエンス関連ベンチャーへの投資・育成事業を行うために、2002年12月に設立されました。投資と並
行して、ベンチャーの起業促進と成長支援のために、ウエットラボを持つインキュベーション施設を大阪（彩都）と沖縄（う
るま市）において運営しており、2018年4月からは神奈川（川崎）の施設運営も行い、総合的なベンチャー育成会社としてイ
ンキュベーション・ビジネスに取り組んでまいりました。 バイオテクノロジーをはじめとする技術革新の波は、私たちを取り
巻く様々な分野で新しい時代を切り開いていますが、弊社は医薬・ヘルスケア分野を中心に、基盤技術を持つユニークな事業
の発掘と投資ならびに投資後の事業支援を積極的に行っております。
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support@bs-capital.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

谷　正之 83百万円
2002年12月 16人
大阪 神奈川 沖縄

バイオ・サイト・キャピタル株式会社
Bio-sight Capital, Inc.

567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 彩都バイオインキュベータ100
072-640-1060 072-640-1080
http://www.bs-capital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

13件 6人
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fujinami@biofrontier.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

取締役
藤波 光雄
03-5204-7007 03-5204-7009

大滝義博 10百万円
1999年3月 6人

サンディエゴ

株式会社バイオフロンティアパートナーズ
Biofrontier Partners, Inc.

103-0027 東京都中央区日本橋3-2-9 三晶ビル4階
03-5204-7007 03-5204-7009
http://www.biofrontier.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

19件 7人

・長野県内に本社・拠点を有する中小企業を中心として、企業の事業成長、地域経済の発展につながるリスクマネーの供給を
行いっています。投融資実行に当っては、株式、社債等による多様なファイナンス手段を駆使し投資先の成長ステージに沿っ
た最適な資金供給に努めています。
・八十二銀行グループの一員として、設立来30年超に渡る投資活動を通じて培った資本政策・事業承継などの金融関連ノウハ
ウを基に、投資先企業の成長および後継者育成に向けたコンサルティングを行っています。また、母体行と連携したグループ
一体での支援体制構築により、お取引先の多様な課題解決に向けた最適なソリューション提供を目指しています。
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haniuda@hcc82.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

業務部長
羽生田　孝明
026-227-6887 026-227-6989

株式会社八十二銀行及びそのグループ会社 41.0%

須崎　修 200百万円
1984年9月 12人
長野

八十二キャピタル株式会社
Hachijuni Capital Co., Ltd.

380-0824 長野県長野市南長野南石堂町1282-11 長栄第1ビル6F
026-227-6887 026-227-6989
http://www.hcc82.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

4件 3人

ハックベンチャーズ（大阪市北区）は、関西を基盤としつつ、米国シリコンバレーなどの最先端地域と密な連携を取ることに
より、ITによる産業革新の波を引き寄せ、日本／関西に世界的に競争力のある事業を創造することを目指す独立系ベンチャー
キャピタルです。本ファンドの主な出資者は、大阪市、中小企業基盤整備機構、都市銀行、大手事業会社などです。
シリコンバレーが世界をリードするインターネット・ソフトウェア技術と、日本／関西に集積するものづくり技術・事業ノウ
ハウを融合することにより事業創造、ベンチャー企業振興を図ります。結果、日本／関西に世界最先端のアイデアを呼び込む
と同時に、日本の最先端技術を世界に羽ばたかせることが本ファンドの基本的な方針です。以上の基本方針に鑑み、日本国内
外での投資地域に制限を設けず有力ベンチャー企業に投資します。投資対象は、IoTと呼ばれるインターネットとものづくり
の融合領域、さらにその他産業などの既存産業がITにより変革される領域（IoE: Internet of Everythingと言われる）です。イノ
ベーションサイクルの回転が始まった関西を始め日本にある資産と、ハックベンチャーズの持つグローバルなネットワークと
知見を活用し、ハンズオン支援により世界に通用するベンチャー企業育成を目指します。
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investment@hack-ventures.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

パートナー
古林　大輔
06-6105-1395 

金沢　崇 60.0%
物部　勝 40.0%

金沢　崇 0百万円
2013年5月 1人
大阪      
      

ハックベンチャーズ株式会社
Hack Ventures, Inc. 

530-0017 大阪府大阪市北区角田町1番12号 阪急ファイブアネックスビル5階 GVH#5, 504号
06-6105-1395
http://www.hack-ventures.com/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 0人

当社は、浜松いわた信用金庫グループの総合的な金融サービスの一環として、浜松地域を中心としたエリアでキャピタル業務
を行っています。次世代を担うベンチャー企業を主な投資対象とし、初期の段階からパートナーシップを高め、事業化支援・
企業価値向上、そしてIPOの実現に向けて積極的にサポート展開し、地域の活性化に貢献してまいります。

87

capital@hamamatsu-iwata.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

営業部 課長代理
石塚  昇平
053-457-0534 053-456-0623

浜松いわた信用金庫 85.0%
浜松損害保険サービス㈱ 10.0%
浜松いわた信用保証㈱ 5.0%

山田正和 50百万円
1983年4月 16人
浜松

はましんリース株式会社
Hamashin Lease, Co., Ltd.

430-0946 静岡県浜松市中区元城町115-1
053-456-0611 053-456-0623
http://www.hamashin-lease.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

44件 7人

インターネット分野全般を対象に、優良なスタートアップや起業家を早期に発掘。
投資ステージは、シード・アーリーを中心に、一部はレイター（プレIPO）にも対応。
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terada@bdashventures.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

ディレクター
寺田　真二
03-6441-3715 03-6441-3719

渡邊　洋行 5百万円
2011年6月 8人
東京

B Dash Ventures株式会社
B Dash Ventures Inc.

107-6003 東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル3階
03-6441-3715 03-6441-3719
http://bdashventures.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 6人
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hc@higincapital.co.jp;,miyamoto@higincapital.co.jp;nakagawa@higincapital.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

㈱百花園 15.0%

業務部
宮本　晃輝/中川　邦彦
096-311-5922 096-311-5130

肥銀リース㈱ 20.0%
宝興業㈱ 15.0%
肥後商事㈱ 15.0%

坂田　寛之 100百万円
1996年11月 8人
熊本市

肥銀キャピタル株式会社
HIGIN CAPITAL Co., Ltd.

860-0807 熊本市中央区下通1丁目9番9号 肥後銀行銀座通支店6F
096-311-5922 096-311-5130
http://www.higincapital.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

14件 1人

2005年10月、当社は優れた技術や経営手法を構築している企業はもちろん更なる成長ステージを目指す企業に対し、ファンド
を活用した直接投資並びに企業価値の向上を目的とした育成を行う等、ハンズオン機能を備えた地域密着型キャピタル会社と
して設立されました。次世代を担うベンチャー企業さまに対してファイナンス（投資）、コンサルティング（相談）、コー
ディネート（提携）という3つの重要なファクターを提供していくことで、更なる企業価値の創造をご支援して参ります。
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akagi@hibishincapital.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

投資事業部 副部長
赤木　貴文
093-541-5183 093-541-5184

福岡ひびき信用金庫 100.0%

武吉　永光 30百万円
2005年10月 3人
北九州市

ひびしんキャピタル株式会社
Hibishin Capital Co., Ltd.

802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1-2F
093-541-5183 093-541-5184
http://hibishincapital.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
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ueha@beyondnextventures.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

取締役
植波　剣吾

伊藤　毅
2014年8月 12人
東京

Beyond Next Ventures株式会社
Beyond Next Ventures Inc.

103-0023 東京都中央区日本橋本町1-4-3 日本橋ムロホンビル1

http://beyondnextventures.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

4件 7人

弊社は広島県の産業振興・育成に資する企業に成長資本および経営資源を提供し，広島県経済の発展に貢献することを目的と
して広島県の出資により2011年5月に設立された投資ファンドの運営会社です。
地方発の本格的グロースファンドとして弊社が運用する「ひろしまイノベーション・ファンドⅠ」及び「ひろしまイノベー
ション・ファンドⅡ」においては，広島県のほか広島県内外の金融機関，事業会社，政府系機関からの出資をもとに，広島県
内産業の発展に寄与しうる企業に対して1件あたり数億から十数億規模のエクイティ投資を行っております。
投資対象となる企業は，①広島県内において事業活動を行っている企業，今後行う企業，県内産業の発展に直接寄与する企
業，②成長性のある企業，③イノベーションを通じて新たな成長を目指す企業，の各要件を満たすレイターステージ以降の企
業で，対象企業の課題に応じて成長支援，事業承継，ＭＢＯ，カーブアウト，事業統合などの各類型の投資を実行し，投資先
企業の持続的成長を前提として，新規上場，Ｍ＆Ａ，投資先企業による株式買戻しなどの出口戦略を検討いたします。
投資後においては出資者を含む幅広いネットワークを活用したハンズオンの経営支援を実施し，投資先企業の方々とともに更
なる事業価値の向上を目指します。
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shuichi-omoda@hinet.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
関与することがある

企画管理グループ マネージャー
尾茂田　秀一
082-545-2860 082-545-2866

広島県 100.0%

熊谷　賢一 50百万円
2011年5月 9人
広島市

株式会社ひろしまイノベーション推進機構
Hiroshima Innovation Network Inc.

730-0036 広島県広島市中区袋町3-17 シシンヨービル10F
082-545-2860 082-545-2866
http://www.hinet.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

4人

【投資対象】
・中四国地方を中心に、幅広い地域に投資を行います。
・特定業種にとらわれず、高い成長性が期待できる中小・ベンチャー企業への投資を行います。
・企業ステージを問わず、スタートアップからレイターステージまであらゆる企業への投資を行います。

【IPO実績】
・28社（2018年12月）実績

【認定】
・総務省事業「ICTイノベーション創出プログラム（通称：i-challenge）」の一次提案審査委員に認定
・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

研究型開発ベンチャー支援事業に関するベンチャーキャピタルに認定
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kono@h-vc.co.jp

関与することがある
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
重点的に支援する

シニア・アソシエイト
河野　桂一
082-504-3979 082-246-7002

㈱マイティネット
㈱広島銀行
自己株式

岩本　宏 100百万円
1995年8月 7人
広島市

株式会社広島ベンチャーキャピタル
Hiroshima Venture Capital Co., Ltd.

730-0022 広島市中区銀山町3番1号 ひろしまハイビル21 6階
082-504-3979 082-246-7002
http://www.h-vc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

12件 8人

ファストトラックイニシアティブ（FTI）はライフサイエンスやヘルスケア領域への投資に特化した独立系ベンチャーキャピ
タルです。当該領域で事業経験・マネジメント経験の豊富なプロフェッショナル・スタッフが、これまでに培ってきた経験と
ネットワークをフルに活かして、創業前の事業計画立案から事業開発・事業提携、知的財産、人材獲得・育成、利益相反マネ
ジメント、資本政策、株式公開までの包括的な支援を行います。グリーンペプタイド（現ブライトパス・バイオ株式会社）、
カイオム・バイオサイエンス、セルシードなど多くの大学発ベンチャーやバイオ企業の経営支援でもリードインベスターや創
業メンバーとして大きな実績を挙げて参りました。
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tanzai@fti-jp.com

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

マネージングパートナー/アナリスト
安西　智宏/加藤 尚吾
03-5842-3329 03-5684-1060

木村廣道 10百万円
2004年3月 10人

株式会社ファストトラックイニシアティブ
Fast Track Initiative, Inc.

113-0033 東京都文京区本郷4-1-4 ユニゾ本郷四丁目ビル2F
03-5842-3325 03-5684-1060
www.fti-jp.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
・現在、４つのファンドのＧＰとして、ファンド投資を主体として、荘内銀行・北都銀行の営業エリアに重点を置いて活動し
ている。

・ファンド投資を主体としてはいるが、案件によってはプリンシパル投資も検討していく。
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satou-ty@fidea.co.jp

特に関与しない
関与することがある
関与することがある
関与することがある
特に関与しない

みずほキャピタル㈱ 6.7%

営業開発部
佐藤　利哉
023-635-5030 023-625-2626

ﾌｨﾃﾞｱﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ㈱ 40.0%
山形不動産サービス㈱ 26.7%
㈱フィデア総合研究所 13.3%

橋本暢仁 80百万円
1995年12月 6人
山形 東京

株式会社フィデアキャピタル
Fidea Capital, Ltd.

990-0043 山形県山形市本町1-4-21 荘銀山形ビル2F
023-635-3050 023-625-2626

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

9件 3人

フェムトパートナーズは、原則として、製品やサービスができた後のアーリーステージのインターネット関連ベンチャー、ス
ピンオフ企業等に対して数千万円から3億円の投資を行います。
原則として社外取締役等として企業に加わり、ハンズオンすることによって、企業の成長のための支援をします。
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t@femto.vc ; yuhei.soga@femto.vc ;shingo.yamada@femto.vc

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

曽我　悠平
03-6860-9660 03-4560-1658

磯崎哲也/曽我悠平
2017年4月
東京

フェムトパートナーズ株式会社
Femto Partners LLP

150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53番67号 コスモス青山SOUTH棟506号室

http://femto.vc/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 0人

埼玉県内の株式公開を目指す企業の皆さまの増資や社債の引受等を行うほか、株式公開全般にわたる相談業務、事業計画の作
成及び資本政策に関するご相談等を通じて、ベンチャー企業や中堅企業の皆さまの株式公開をサポートしております。
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bugincp@bugin-cpl.co.jp

特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない

㈱武蔵野銀行 5.0%

営業部 営業部長
吉田　郁夫
048-657-0931 048-657-0932

ぶぎん総合リース㈱ 37.0%
日東商事㈱ 29.0%
㈱ジャフコ 24.0%

取締役社長　渡邊　稔 20百万円
1997年4月 2人
さいたま市

株式会社ぶぎんキャピタル
Bugin Capital Co., Ltd.

330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-333-13 OLSビル（武蔵野銀行本店内）
048-657-0931 048-657-0932

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3人
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y.ichikawa@fujitsu.com;fj7768fj@aa.jp.fujitsu.com

特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない

事業開発室 マネージャー
市川　雄一郎/内藤
03-65252-2166

時田 隆仁 324,600百万円
1935年6月 156,000人

富士通株式会社
FUJITSU LIMITED

105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
03-6252-2166

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

59件 11人

当社は「経営者の夢の実現を応援する」という理念を掲げて京都にて創業した独立系ベンチャーキャピタルです。当社の投資
活動には、以下の特徴があります。
1.自身がベンチャー企業である
個人創業から上場に至るプロセス、上場後の各種制度変更を身をもって経験しています。
2.地方展開
自治体や地域金融機関と連携して地域ファンドを設立し、地元に根差して投資活動を行っています。
3.ベンチャー企業と大企業の連携推進
ベンチャー企業と大企業は、相互に長所を発揮し合うことでそれぞれに成長の可能性が高まるとの信念の下、独立系の強みを
生かしそれぞれの立場に立った企業発掘、案件紹介を実施しています。ＣＶＣの取り組みも積極化しています。
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k-imamura@fvc.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

松井証券（株） 0.9%

管理部 組合管理課長
今村　幸治
075-257-2511 075-211-1601

（株）ＳＢＩ証券 3.7%
日本証券金融（株） 1.2%
楽天証券（株） 1.1%

松本　直人 1,943百万円
1998年9月 35人
東京 盛岡 松山
デンバー

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
Future Venture Capital Co., Ltd.

604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル4F
075-257-2511 075-211-1601
http://www.fvc.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5件 1人
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it.kasashara@freebit.net

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

投資開発部
笠原逸郎
03-5459-0522 03-5459-0523

フリービット株式会社 100.0%

清水高 50百万円
2015年4月 1人

フリービットインベストメント株式会社
freebit investment inc. 

150-0044 東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー
03-5459-0522 03-5459-0523
http://fbinvest.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

34件 4人

日本におけるインターネット黎明期からインキュベータとして活動している（株）ネットエイジ（現ユナイテッド（株））の
投資・成長支援事業を受け継ぐために設立されたユナイテッド（株）の100%子会社です。これまでの長い投資・支援活動に
基づくノウハウを受け継ぎながら、近年はユナイテッド（株）が博報堂DYホールディングスのグループとなったことから、そ
れらグループ会社が持つネット広告関連のノウハウなども融合し、インターネットサービスを営む主にシード・アーリース
テージのベンチャー企業に対してDACベンチャーユナイテッド・ファンド1号投資事業有限責任組合を通じた投資や成長支援
を行っております。また、投資後の成長のための事業基盤整備や資金調達の支援などを中心として経営陣とともに企業価値向
上に努めるほか、EXITについてはIPOにこだわらずM&Aの実行に際して経営陣のサポートを行っており、多数の実績を有して
おります。
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aki@ventureunited.jp; mashine@ventureunited.jp

関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある

ベンチャーキャピタリスト
安喜理紗/増根 佑太
03-6821-0007 03-5469-6293

ユナイテッド株式会社 100.0%

藤澤　陽三 10百万円
2011年9月 4人
東京

ベンチャーユナイテッド株式会社
VENTURE UNITED, Inc.

150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目2番5号 MFPRビル 9F受付
03-6821-0007 03-5469-6293
http://ventureunited.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
当社は、アーリーステージから果敢にベンチャー事業にチャレンジする起業家・経営者を強力に支援することを最大の特徴と
する独立系ベンチャーキャピタルです。当社は、グループ内企業である株式会社ベンチャーラボと効果的にタイアップさせる
ことにより「比類なきベンチャー企業育成企業」を目指します。
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mori-k@venturelabo.co.jp

関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある

投資事業部
森　健太郎
03-6264-1861 03-6264-1862

山中　唯義
2000年6月
東京

株式会社ベンチャーラボインベストメント
Venture Labo Co., Ltd.

104-0045 東京都中央区築地6-17-4 リードシー築地ビル4F
03-6264-1861 03-6264-1862
http://www.venturelabo.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

6件 2人

2015年度に農業ファンドを、2017年度にメザニン性ファンドの各投資事業組合を立ち上げ、いずれもＧＰ（無限責任組合
員）として管理・運用しております。
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hcc@p2322.nsk.ne.jp

関与することがある
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
関与することがある

北陸保証サービス㈱ 12.5%

総務部 総務課長
神沢　桂一
076-421-5770 076-421-5677

堤地所㈱ 12.5%
堤商事㈱ 12.5%
㈱ホクタテ 12.5%

坂本　和幸 250百万円
1985年1月 3人

ほくほくキャピタル株式会社
Hokuhoku Capital Co., Ltd.

930-0044 富山県富山市中央通り1-6-8
076-421-5770 076-421-5677

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

3件 3人

当社は、地域密着型の独立系ベンチャーキャピタルとして、北海道にとって外貨を稼ぐ産業を育成することを目指し、サッポ
ロバレー、北海道バイオクラスターなど地域におけるクラスター形成を支援してまいりました。 ＩＴ、バイオ、食関連、新エ
ネルギー関連などを投資対象とし、北海道に眠る潜在的価値を具体化し、世界へ発信していく事業創造へのチャレンジを積極
的に応援していきます。
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maiko@hokkaido-vc.com

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

㈱土屋総合研究所 6.2%

管理部
小畑　麻依子
011-738-7380 011-738-7387

㈱アインファーマシーズ 10.4%
みらいコンサルティング㈱ 8.3%
㈱アミノアップ化学 7.3%

浦田祥範 88百万円
2007年4月 6人
札幌

北海道ベンチャーキャピタル株式会社
Hokkaido Venture Capital, Inc.

060-0807 北海道札幌市北区北7条西2-20 東京建物札幌ビル2F
011-738-7380 011-738-7387
http://hokkaido-vc.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
弊社は、東北地方を中心として、起業家・経営者を支援し、「志」の求心力をベースにした事業創造を行う起業家支援団体で
す。(1)ファンド投資による資金調達支援、(2)創業支援や起業家・企業誘致地域による地方創生支援、(3)東北大学と連携した
大学発ベンチャーの創出・育成事業などどをを行い、起業家や中小企業の経営者をサポートしています。特に、ファンド投資に
よる資金調達支援では、国内でこれまで欠けていた「起業家の２回目のチャレンジ」を応援する再チャレンジ特化型ファンド
「福活ファンド」、東北地方を中心とする大学発ベンチャーや地方立地を強みとして大きく成長を目指すスタートアップを応
援する「ステージアップファンド」の運営を行い、東北発となるスタートアップを支援しています。
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k.shimosato@mkto.org; a.oyamada@mkto.org

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

取締役　/ ディレクター
下里　健二　/ 小山田　有裕
022-352-8850 050-3383-4039

株式会社MAKOTO 100.0%

竹井 智宏 10百万円
2018年6月 3人
仙台市
カリフォルニア州

株式会社MAKOTOキャピタル
MAKOTO Capital Inc.

984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路6-1 東日本不動産仙台ファーストビル1F
022-352-8850 050-3383-4039
http://www.mkto.org

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

26人

みずほキャピタル株式会社は、本邦有数の金融グループであるみずほフィナンシャルグループのベンチャーキャピタルです。
国内ベンチャーキャピタル業界の中でも投資残高、投資社数、上場実績などにおいてトップクラスの実績とノウハウを持ち、
株式上場を目指すお客さまの成長を積極的に応援しています。また、みずほ銀行、みずほ証券、みずほ信託銀行等、グループ
各社の「株式上場支援機能」と有機的に連携し、スタートアップからレイターステージまで、幅広いお客さまの様々なニーズ
に的確に対応して参ります。
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miida@mizuho-vc.co.jp;yikeda@mizuho-vc.co.jp

特に関与しない
特に関与しない
特に関与しない
重点的に支援する
特に関与しない

㈱損害保険ジャパン 7.1%

経営企画部 部長代理
飯田　正邦/池田　豊
03-3596-1273 03-3596-1310

㈱みずほ銀行 49.9%
ヒューリック㈱ 13.8%
㈱KEC 11.5%

大町　祐輔 902百万円
1983年7月 68人
東京 大阪

みずほキャピタル株式会社
Mizuho Capital Co., Ltd.

100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル6F
03-3596-1300 03-3596-1310
http://www.mizuho-vc.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：

電話番号： FAX番号：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

25件 8人

私ども三井住友海上キャピタルは、これまで20年以上に亘り数多くのベンチャー・中小企業に投資を行い、株式上場へと導い
てきました。
弊社では「革新性」「独自性」「先見性」の観点から成長性の高いベンチャー企業、とりわけＡＩ等のＩＴ関連業種およびヘ
ルスケアを中心に投資する方針です。
また、当社だけではなく三井住友海上のリソースを最大限活用した投資先支援を通して、投資先企業の価値向上を図ります。

107

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する

業務部

03-3242-3068

三井住友海上火災保険株式会社 100.0%

石上　壽一 1,000百万円
1990年12月 11人
本社

三井住友海上キャピタル株式会社
MITSUI SUMITOMO INSURANCE Venture Capital Co., Ltd.

104-0031 東京都中央区京橋一丁目2番5号 京橋TDビル4階
03-3279-3672 03-3242-3068
http://www.msivc.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）

03-3279-3672



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

8件 5人

当社は新技術をもったベンチャー企業を対象とした投資は実施しておらず、その意味ではベンチャーキャピタルには該当しな
いとも言える。当社としては、日本で確立した技術を有する中小企業のアジア進出をサポートすることにより、日本の底力の
活性化に貢献することを使命と考えている。
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hada@smtic.jp

特に関与しない
特に関与しない
関与することがある
重点的に支援する
特に関与しない

投資管理部 シニア・アソシエイト
羽田　愛
03-6737-0676 03-6737-0680

三井住友トラスト・グループ 100.0%

水川　篤彦 100百万円
2000年3月 12人
東京都

三井住友トラスト・インベストメント株式会社
SUMITOMO MITSUI TRUST INVESTMENT CO., LTD.

105-8574 東京都港区芝3丁目33番1号 三井住友信託銀行芝ビル8F
03-6737-0670 03-6737-0680
http://www.smtic.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
○当社は、世界屈指の金融ネットワークを持つ三菱UFJフィナンシャル・グループのベンチャーキャピタルであり、投資実績
や公開実績などにおいて国内トップクラスのポジションにあります。
○シード・アーリーステージの投資にも取組み、また、幅広い業種へバランスよく投資を実施しています。一方、政府の未来
投資戦略でも注力領域として挙げられているライフサイエンス分野に特化した専門ファンドによる投資にも取り組んでいま
す。
○高い専門性を持ったキャピタリストとアナリスト・M&A等の機能部による投資後の様々な育成・支援に加え、グループ各社
（三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJ信託銀行等）の総合力を通じ、投資先企業の価値向上に取り
組んでいきます。
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kouji_tsujii@mucap.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
重点的に支援する

投資企画部長
辻井 康二
03-5205-8585 03-3273-5570

三菱ＵＦＪ銀行
三菱ＵＦＪ信託銀行
他

坂本 信介 2,950百万円
1974年8月 89人
東京 名古屋 大阪

三菱UFJキャピタル株式会社
Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd.

103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル7F
03-5205-8581 03-3273-5570
http://www.mucap.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 2人

・株式会社宮崎銀行のグループ会社、銀行本体と一体となって案件発掘等を行う。
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miyavc@miyagin.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

営業課 課長
梶原　邦章
0985-20-0822 0985-31-1757

(株)宮崎銀行 100.0%

原田　正純 10百万円
1996年4月 3人

宮銀ベンチャーキャピタル株式会社
Miyagin Venture Capital Co., Ltd. 

880-0805 宮崎県宮崎市橘通東4-3-5
0985-20-0822 0985-31-1757
http://www.miyagin.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

19件 2人

宮崎県を中心に、福岡・鹿児島・大分県等に本社のある企業へファンド投資を行う銀行系VCです。
シード～レーターステージ問わず、どんなステージでも投資検討を実施しております。

111

capital2@taiyobank.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

業務部　マネージャー
柳本　智仁
0985-60-6395 0985-60-7092

株式会社宮崎太陽リース 50.0%
日本アジア投資株式会社 45.0%
株式会社宮崎太陽銀行 5.0%

志戸本　和孝 10百万円
1996年9月 7人
宮崎市

株式会社宮崎太陽キャピタル
Miyazaki Taiyo Capital Co., Ltd.

880-0806 宮崎県宮崎市広島2-1-31 宮崎太陽銀行内
0985-60-6395 0985-60-7092
http://www.taiyocapital.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

4人

・東京工業大学唯一の連携VC
・独立系として大学との連携を保ちながらベンチャーキャピタルとして利益の最大化を目指していく
・東工大発だけではなく、東工大卒業生が起業したベンチャーや東工大着ベンチャー（投稿サイト共同研究棟しているベン
チャー）にも幅広く投資を実行
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kaneko@miraisozo.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

取締役
金子　大介
090-6715-2369

岡田祐之 75.0%
金子大介 25.0%

岡田祐之 10百万円
2014年9月 6人
東京      
クアラルンプール      

株式会社みらい創造機構
Innovations and Future Creation Inc. (MIRAI SOUZOU)

100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング6F
03-6311-6958
http://miraisozo.co.jp/company/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

4件 5人

当社は、日本発の医療機器技術の商業化成功モデルの構築を目指し2013年10月に設立されました。当社は設立後、60億円の
ファンドを立ち上げ、3年半で12件の投資を行い、すでに3件EXIT済です。2号ファンド設立の準備を始めており、引き続き
シード～アーリーステージの医療機器分野への投資を積極的に行っております。まだ設立後間もないことから当社としての
Exit実績はないものの、医療機器の技術に関しては国際的なネットワークを持ち、知見豊富な人材を揃えております。

代表の大下は、米国シリコンバレーの医療機器VCでの投資経験があり、米国を中心とした医療機器ベンチャー業界に豊富な
ネットワークを有しております。また、取締役の池野はスタンフォード大学に在籍しており、医療機器開発者を養成するバイ
オデザインプログラムの講師を務めるなど、現地ベンチャー企業、インキュベーション施設等とも、密接な関係を有しており
ます。両者とも、これまで多くの医療機器ベンチャーをシード段階から支援した実績があり、医療機器分野に必要とされる全
ての開発段階に精通しております。

医療機器のシードステージから特許戦略、薬事戦略の立案、治験実施体制の構築等事業化のプロセスを支援できる稀有な人材
がそろっていると自負しており、医療機器におけるエコシステムを構築するという使命の実現のために優良な案件への投資及
び投資先のExit実績を積み上げていけるよう、引き続き尽力して参りたいと思います。
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s-sugishita@medvp.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

みずほ銀行 16.5%

杉下　悟
03-6273-4713 03-6273-4713

産業革新機構 62.0%
大下創 5.0%
池野文昭 16.5%

大下 創 10百万円
2013年10月 6人
千代田区

MedVenture Partners株式会社
MedVenture Partners, Inc.

100-0005 東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル7F
03-6273-4437 03-6273-4713
http://www.medvp.co.jp

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

30件 6人

モバイル・インターネットキャピタル（略称MIC）は、NTTドコモ、インターネット総合研究所、みずほ証券の各30％の出資
により、1999年11月に設立されました。通信・IT(ITC)やその周辺分野で高度なテクノロジーまたはユニークなビジネスモデ
ルを有し、成長が期待できる有望な未上場ベンチャー企業に対する投資・育成活動を行っています。上記領域に特化して、事
業性を見極める目利き力を有し、業界ネットワークを生かした実効的な事業支援を行うことができます。
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特に関与しない
関与することがある
関与することがある
関与することがある
特に関与しない

MIC役職員持株投資事業組合 10.0%

インベストメントグループ
元木　新
03-6811-1041 03-6811-1051

㈱NTTドコモ 30.0%
㈱インターネット総合研究所 30.0%
みずほ証券㈱ 30.0%

海老澤　観 100百万円
1999年11月 8人
東京

モバイル・インターネットキャピタル株式会社
Mobile Internet Capital, Inc.

107-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞ヶ関ビル4階
03-6811-1050 03-6811-1051
http://mickk.com

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

14件 6人

地元エリア（山口県・広島県・福岡県）を中心に、地域にイノベーションを起こすベンチャー企業に対し出資検討を行ってい
る。出資先のトップライン支援のため、地方銀行との繋がりを活かして取引先を紹介したり、行政や教育機関など地域のプ
レーヤーとマッチングすることでベンチャー企業の成長に資する取組みを実施している。
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info@yamaguchi-capital.co.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
重点的に支援する
関与することがある

大和企業投資株式会社 11.3%

シニアマネージャー
森本　武志
083-976-8805 083-976-8810

株式会社山口フィナンシャルグループ 14.6%
オリックス株式会社 14.3%
株式会社ドーガン 13.8%

森脇　不知奈 96百万円
1996年4月 19人
小郡 下関 福岡    
      

山口キャピタル株式会社
YAMAGUCHI Capital CO., LTD.

754-0002 山口市小郡下郷1229番地6 山口銀行小郡支店内
083-976-8805 083-976-8810
http://www.yamaguchi-capital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

42件 12人

ユーグレナ、リバネス、SMBC日興証券が運営する日本最大級のリアルテック特化型ベンチャーキャピタルファンド。
「リアルテック」とは、地球と人類の課題解決に資する研究開発型の革新的テクノロジーを指す。
リアルテックファンドの出資者である大企業との連携により、リアルテックを有するベンチャー企業への投資育成を行う。
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muroga@euglena.jp; torii@euglena.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する

業務執行役
室賀　文治/鳥居　早貴

永田 暁彦 50百万円
2014年12月 3社
東京

合同会社ユーグレナSMBC日興リバネスキャピタル
euglena SMBC Nikko Leave-a-Nest Capital L.L.C.

108-0014 東京都港区芝5-29-11 G-BASE田町 2F
03-6630-1000
http://www.realtech.fund/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）
UB Venturesは、サブスクリプションビジネスを展開するスタートアップに特化した領域特化型ベンチャーキャピタルです。
主にサブスク型のデジタルメディアやB2B/SaaSを投資領域にアーリステージを中心に投資を行っています。
投資先育成においては、ユーザベースグループで培った、事業開発・グローバル展開の経験を活かした実効性のある経営支援
を特徴としています。

今後は、投資機能にとどまらず、Investment x Community x Contentsの機能を融合させ、新時代のベンチャーキャピタル像を
描き、次世代を担う国内外のスタートアップの成長支援に貢献していきたいと思います。
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contact@ubv.vc

関与することがある
重点的に支援する
関与することがある
関与することがある
関与することがある

ファンド・アドミニストレーター
島田　知美

株式会社ユーザベース 100.0%

岩澤　脩 25百万円
2018年2月 0人
港区六本木 渋谷区道玄坂

株式会社UB Ventures
UB Ventures, Inc.

106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI 13F
03-4533-1940 03-4574-6553
https://ubv.vc/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

8件 14人

弊社は2015年に設立されたばかりの新しいベンチャーキャピタルです。「素材・化学分野」に特化し、専門知識を豊富に有す
るキャピタリストを有する世界的にも珍しいポジションにおります。特に事業会社との強固なリレーションが強みであり、素
材・化学分野の「時間がかかる、金がかかる、（事業内容が）難しい」といった課題を、パートナー企業のリソースを有効に
活用しながら、専門人材による徹底したハンズオンによりベンチャーの成長を支援することを掲げております。
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info@umi.co.jp

重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
重点的に支援する
特に関与しない

木場　祥介／石原　伴江
03-5148-5241 03-5148-5242

（非公表）

月丘誠一 19百万円
2015年10月 16人
東京

ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社
Universal Materials Incubator Co., Ltd.

104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー32F
03-5148-5241 03-5148-5242
http://www.umi.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 4人

横浜銀行グループのベンチャーキャピタルとして、1984年の創業以来、100社を超える投資先がIPOを果たしています。
現在はEXITの目標をIPOに限定せず、神奈川県、東京都を中心に、今後の成長が見込まれる中小･中堅企業を投資対象とした成
長支援ファンドを運営しています。
ベンチャーファンド以外では、中小企業再生ファンド(中小企業基盤整備機構、神奈川県内の金融機関等が出資)のGPとして神
奈川県内の中小企業再生に取り組むほか、メザニンファンド(横浜銀行、日本政策投資銀行等が出資)、事業承継ファンド(同)や
観光活性化ファンド(横浜銀行、地域経済活性化支援機構が出資)のGPとして多様な資金ニーズへの対応や地域創成などにも取
り組んでいます。
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hidekazu_kojima@hamagin.co.jp

関与することがある
関与することがある
特に関与しない
重点的に支援する
重点的に支援する

投資部 部長
小島　秀和
045-225-2331 045-225-2330

1.㈱横浜銀行 50.0%
2.浜銀ファイナンス㈱ 39.0%
3.㈱浜銀総合研究所 11.0%

櫛淵 徳雄 300百万円
1984年3月 13人
1.横浜市西区

横浜キャピタル株式会社
YOKOHAMA CAPITAL CO., LTD.

220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 横浜銀行本店ビル22F
045-225-2331 045-225-2330

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

0件 0人

・りそなグループのベンチャーキャピタルとして、傘下銀行からのソーシングや当社独自ネットワークからのソーシングによ
り、幅広い業種、地域のベンチャー企業への投資活動を行っている。
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mitsuharu.d.kawamura@resona-hd.co.jp

特に関与しない
関与することがある
特に関与しない
関与することがある
関与することがある

業務管理部
河村
03-5539-6434 03-3615-0311

りそなホールディング㈱ 100.0%

宮嶋 孝 5,049百万円
1988年3月 33人
東京 大阪

りそなキャピタル株式会社
Resona Capital Co., Ltd.

135-0042 東京都江東区木場1丁目5-25 深川ギャザリア タワーS棟16階
03-5539-6434
http://www.resona-gr.co.jp/resonacapital/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



会社概要
本社所在地：
代表電話番号： FAX番号：
ホームページURL：
代表取締役： 資本金：
設立年月： 従業員数：
国内営業拠点：
海外営業拠点：
株主名（持ち株比率）：

投資を受ける際の窓口
部署役職：
担当者名：
電話番号： FAX番号：
e-mail：

重点投資対象
ステージ

業種

地域

経営関与
経営人材の紹介・派遣：
経営方針・事業計画の立案支援：
適切な研究開発、技術・製品開発投資等へのアドバイス：
取引先・事業連携先の紹介：
株式公開支援：

投資業務
ハンズオン支援件数： 投資実務担当者数：

会社のPR （特徴や投資戦略、ハンズオン業務等）

5人
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hyasunag@yahoo-corp.jp

関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある
関与することがある

経営企画部長
安永　洋崇
03-6850-0010

ヤフー株式会社 100.0%

堀　新一郎 200百万円
2012年8月 11人
東京都

YJキャピタル株式会社
YJ Capital Inc.

102-8282 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー
03-6850-0010
http://yj-capital.co.jp/

シード アーリー エクスパンション レーター 特定しない（すべて）

通信・ネットワーキング及び関連機器 コンピュータ及び関連機器、ITサービス
ソフトウェア 半導体、電機一般
バイオ、製薬 医療機器、ヘルスケアサービス
工業、エネルギー、その他産業 メディア、娯楽、小売、消費財
金融・不動産、法人向けサービス IoT関連 特定しない（すべて）

北海道 東北地方 関東地方（東京を除く） 東京都 中部地方
近畿地方 中国地方 四国地方 九州・沖縄地方 アジア・中東・太平洋地域
欧州地域 北米地域 その他の海外 特定しない（すべて）



本書は信頼できると考えられる情報に基づき細心の注意を払い作成していますが、情

報の正確性、完全性を保証するものではありません。一般財団法人ベンチャーエン

タープライズセンターは、本書中の誤謬または脱漏から生じた付随的損害もしくは間

接的損害にはいかなる責任も負わないものとします。

本書は、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの著作物であり、本書の

全部または一部を無断で複写複製、公衆送信、送信可能化等することは著作権法上の

例外を除き禁じられています。また本書の転載は禁止します。なお本書の全部または

一部を引用される場合には、VECまでご連絡ください。

［編集・発行］ 2019年11月6日

一般財団法人 ベンチャーエンタープライズセンター

〒102‐0073
東京都千代田区九段北1-2-3

フナトビル6階
TEL 03-3230-8902

URL：http://www.vec.or.jp
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