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イベント・アクティビティ

6/1

BPCC14エントリー開始

6/21

新産業・新技術ベンチャーカンファレンス

7/31

BPCC14 エントリー締切

9/6

SU部門ファイナリスト・オリエンテーション

9/20

SG部門ファイナリスト・オリエンテーション

9/27-28

SU部門メンタリング合宿

10/4

SG部門ファイナリスト・プレゼンテーション
/ワークショップ

11/15

ファイナリスト
オリエンテーション

BPCC14最終審査発表会

n主催紹介
日本ＭＩＴベンチャーフォーラム

スタートアップ(SU)部門
起業を目指す方、あるいは起業して間もないベンチャーのエントリーを受け
付けます。
ストラテジック・グロース(SG)部門
中堅企業の新たな新規事業やグローバル化プランを受け付けます。
ファイナリスト・オリエンテーション
書類審査を通過したファイナリスト向けに最終審査に向けてのサポートメ
ニューを各部門ごとに紹介します。SU部門ファイナリストにはメンターがアサ
インされます。
メンタリング合宿
SU部門ファイナリスト向けの一泊二日のプランとプレゼンテーションの強化
合宿です。
ファイナリスト・プレゼンテーション/ワークショップ
SG部門ファイナリスト向けのプレゼンテーションのブラッシュアップを行う
ワークショップです。

MIT-VFJは、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)卒業生が中心となり起業家精神を醸成することを目的とした非営利団体です。
MITのグローバルなネットワークを通じて、幅広い情報提供やネットワーキングによる起業家支援を実施しております。メンタリング
による教育と事業性の高いビジネスプランのプロデュースを目指し、ハイクオリティのビジネスプランコンテスト＆クリニック
(BPCC)を過去13回、毎年開催するなど、日本国内でも注目を集めているNPOです。

n協賛企業

MIT BPCC14
新産業・新技術
ベンチャーカンファレンス

開催日

2014

時 間

14:00～18:00

会 場

霞が関ビル33階
新日本有限責任監査法人内
セミナールーム

新日本有限責任監査法人
EY新日本クリエーション株式会社

年

6

月

21

日（土）
（開場 13：30）

東京都千代田霞が関3-2-5

n後援企業

*自由席となりますのでお早めにお越しください。

申 込

日本MITベンチャーフォーラムのウェブサイト
よりお申し込みください。
HP: http://mit-vf.jp/

MIT BPCC14 新産業・新技術ベンチャーカンファレンス
n プ ロ グ ラム

*都合により、プログラムが変更される場合がございます。

パネルディスカッション

15:50

日本発 グローバルベンチャーの創出

n

14:00

ごあいさつ

開会

開会のごあいさつ
政府指導の経済策が功を奏し、日本経済の活性化が、まずは大企業を中
心にようやく見え始めています。しかし、景気回復を大企業の好業績に依
存し、改善の兆候とするほど、現状を楽観視することはできません。幸いな
ことに、これの状況から脱却できる可能性を自ら求めて、アントレプレナー
シップ（起業家精神）を発揮し、新しいテクノロジーからビジネスへのイノ
ベーションを起こし、新たな産業の興隆に取り組む機運が世代を越えて生
まれつつあります。

日本MITベンチャーフォーラム（MIT-VFJ、旧称 日本MITエンタープライズ
フォーラム）は、ベンチャー支援や教育を目的にMIT出身の企業経営者、エ
ンジニアそしてテクノベンチャーのリーダーが中心となって１９９９年に設立
された特定非営利活動法人です。ベンチャースピリットを醸成するMITの
ネットワークを背景に、設立以来、講演会やセミナー、ワークショップなどを
主催し、起業家育成のために務めてまいりました。

【パネリスト】

安達 俊久 氏

日本MITベンチャーフォーラム理事長

14:05

来賓ご挨拶

来賓ごあいさつ

馬場 浩史 氏

14：15

オリエンテーション

BPCC14オリエンテーション

南山 智昭 氏

安永 謙 氏
ご紹介

講演

BPCC13受賞者講演

16：50

基調講演

東京都千代田区霞が関3-2-5
*自由席となりますのでお早めにお越しください。

料 金

無 料

対 象

起業を考えている方、ベンチャー企業の経営者の方、
大学発ベンチャー企業の経営者の方、
大企業新規事業開発担当者、新事業・サービス開発
に携わっている方、投資家及びベンチャー企業の
サポートをされている方

定 員

150名【先着順】

申 込

日本MITベンチャーフォーラムのウェブサイト
よりお申し込みください。
HP: http://mit-vf.jp/

*例年多数の方にお申込みいただき、満員となっております。
お早目のお申込みをお勧めいたします。

n Access

ミドクラ 取締役会会長兼共同創業者
(Chairman of the board & Co-Founder)

（株）日立製作所、（財）新世代コンピュータ技術開発機構、（財）九州
システム情報技術研究所、（株）半導体理工学研究センター、九州大
学助教授等を経て、2002年、（株）システム・ジェイディー設立。工学
博士（九州大学）。情報処理学会数理モデル化と問題解決研究会功
績賞、ソーラーアワード「メンテナンス部門」、新エネ大賞資源エネル
ギー庁長官賞等、受賞。

Serial Entrepreneurとして、真のGlobal Tech Startupを産み出す
べく、AmazonのTech ArchitetであったDan Mihai Dumitriuとともに
2010年にMidokuraを共同創業。
日本初の民間月面探査を手がけるiSpace社、京都大学発の電気
自動車開発VBであるGreen Load Motors社、「纏う香水」をコンセ
プトにWearable Deviceを開発するScentee等数社の顧問を務める。

ストラテジックグロース部門 新日本賞
正会員特別賞

藤田 純一 氏

閉会

17:50

閉会のごあいさつ

地下鉄
• 銀座線 虎ノ門駅［出口11］

徒歩2分

• 丸ノ内線 霞ヶ関駅［出口A13］

徒歩9分

• 日比谷線 霞ヶ関駅［出口A13］ 徒歩7分
• 千代田線 霞ヶ関駅［出口A13］ 徒歩6分

モーションポートレート株式会社 代表取締役社長
株式会社ソニー木原研究所にて、コンピュータグラフィックス、イメージ
プロセッシング関連の研究開発に従事。2004年に同研究所CTOに、
2005年に代表取締役社長に就任。2007年にモーションポートレート
株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。一枚の顔写真を瞬時
に三次元化し、アニメーションを生成するという日本発の技術でグロー
バルビジネスを展開するために、奔走中。

霞が関ビル

加藤 隆哉 氏

株式会社システム・ジェイディー 代表取締役社長

• 有楽町線 桜田門駅［出口2］

飯塚 徹 氏
新日本有限責任監査法人 企業成長サポートセンター

18:00

パートナー

懇親会

レセプション
～ 休 憩 ～

霞が関ビル33階
新日本有限責任監査法人内
セミナールーム

Global Grow：Tech Startup ミドクラの挑戦から

伊達 博 氏

15:35

会 場

（開場 13：30）

（日本MITベンチャーフォーラム理事)

ストラテジックグロース部門 最優秀賞

特定非営利活動法人 日本MITベンチャーフォーラム
理事長
サイバー大学 学長

14:00～18:00

日（土）

【モデレータ】

馬場 研二

川原 洋

21

月

（株式会社 産業革新機構）

株式会社 産業革新機構 戦略投資グループ マネージングディレクター
1990年日商岩井入社。1999年 米国にてEntrepia Venturesを共同創業。米
国でのIT系VCファンドを組成。シリコンバレーにてベンチャー投資に従事。2007
年国内のベンチャー投資を行うファンド組成。2008年アントレピア（株）代表取締
役社長就任。2010年JVCA理事就任。2013年アントレピア退職。同年、（株）産
業革新機構入社。
早稲田大学卒。Pace大学（NY）MBA

南山 智昭 氏

14：35
本「新産業・新技術ベンチャーカンファレンス」では、新産業への成長を期
待して、新技術やイノベーションによるビジネス創造へのアプローチを各界
の専門家をお招きしてご提案いただきます。BPCC14とそのキックオフとも
いえる本カンファレンスが多くのベンチャーのステップストーンと成らんこと
を祈りつつ、多くの方々の参加をお待ちしております。

6

（新日本有限責任監査法人）

新日本有限責任監査法人 公認会計士 パートナー
アーンスト・アンド・ヤングベルギー事務所出向を経て、新日本有限責任監査法
人パートナー。会計監査業務、海外進出・クロスボーダーの企業再編・国内及び
海外市場への上場・IFRS導入・内部統制構築等についての支援業務に従事。グ
ローバルで活躍する日本企業のために日々業務に邁進。

新日本有限責任監査法人 パートナー

時 間

年

*同業者の方々のお申込みはご遠慮いただいております。

日本MITベンチャーフォーラム副理事長

14：30

2014

（株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ）

NTTドコモ・ベンチャーズ マネジング・ディレクター
1992年NTT入社。営業／販売企画とアライアンスビジネスが主な社歴。2010
年よりNTTインベストメント・パートナーズにてCorporate Venture Capitalとして、
ミドクラ、SHIFT、ロイヤルゲートなどへの投資を行うとともに、NTTグループ会社
との協業を支援。2013年3月の組織再編後現職。東京大学法学部卒業 MBA
University of Washington

Strategic Growth Forum のご紹介
今年度もMIT-VFJは、新規事業の立ち上げ（スタートアップ）支援に加えて、
戦略的成長（ストラテジック・グロース）部門を設け、海外展開への足がか
りとなるように、自らの事業計画を英語でアピールし、海外の企業や顧客
との交流のなかでビジネスチャンスを得るお手伝いをいたします。

（一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会）

日本ベンチャーキャピタル協会（JVCA） 会長
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長
東工大電気卒、伊藤忠商事株式会社に入社。米国先端ＩＴの商権獲得と提携
関係構築に従事し、米国シリコンバレーとの幅広い人脈を構築。2002年5月よ
り伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社代表取締役社長。2008年7月JVCA
理事、2011年7月会長就任。2010年4月より2012年8月まで、法制審議会会
社法制部会委員。2013年6月より2013年12月まで、金融審議会「新規・成長
企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキンググループ」委員。

川原 洋

本橋 健
特に今年で第14回目を迎えるMIT-VFJが主催するビジネスプランコンテ
ストは、単なる事業計画をコンテスト形式で評価するだけではなく、コンテ
ストの過程において、該当する産業分野での専門知識や事業実績をもつ
MIT-VFJ認定メンターが徹底した指導やガイダンスを行った上で、最終審
査へと誘います。さらに、そのベンチャーの必要に応じて、事業成長のライ
フサイクルに合わせて伴走するように支援し続けます。

（五十音順）

開催日

軽いお食事とお飲物をご用意しております。

徒歩9分

