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Connecting innovators to make things happen
TSUKUBA で繋がる。TSUKUBA と繋がる。

TSUKUBA CONNÉCT は、起業家や起業を志す人、投資家、研究者、学生等、多様なイノベーター

達が集い、繋がり、これまでにないイノベーションを社会に対して生み出すコミュニティです。

イノベーションを促進するために提供される様々なプログラムの中心となるのが、毎月第一及び

第三金曜日に行われ、学びの機会（パネルセッション、レクチャー、ワークショップ）と繋がり

の機会（ネットワーキング、展示テーブル）の組み合わせによって行われるフラッグシッププロ

グラム、TSUKUBA CONNÉCT です。

また、起業アイディアやビジネスプランのブラッシュアップなど各領域のプロフェッショナルに

相談できる Offi ce Hours も実施しています。

何か新たなチャレンジを模索する人、イノベーションに少しでも興味がある人ならば「誰でも」

参加可能な点も特徴です。

Venture Café は、イノベーションは誰もが生み出すことができる、そして、それは個々人のちょっ

とした繋がりの中から生まれてくるものだと強く信じています。

LEARN. CONNECT. SHARE

共に世界を変えましょう。



TSUKUBA CONNÉCT は、茨城県を主催として、

ボストン発、世界 5 ヵ国 9 都市で活動する Venture Café が

茨城県つくば市を中心に運営するイノベーション促進 / 交流プログラムです。

Meet the Team

Venture Café は米国のイノベーション拠点である CIC (Cambridge Innovation Center) の姉妹組織

として 2010 年にボストンで設立されて以来、現在世界 5 ヶ国 9 都市 ボストン ( アメリカ )、セントルイ

ス ( アメリカ ) 、マイアミ ( アメリカ ) 、フィラデルフィア ( アメリカ ) 、プロビデンス ( アメリカ ) 、ロッ

テルダム ( オランダ ) 、シドニー ( オーストラリア ) 、ワルシャワ ( ポーランド ) 、東京 でイノベーション

コミュニティの創出に取り組んできました。

2020 年、茨城県・つくば市は我々のグローバルネットワークに新たな一員として加わりました。
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Program ManagerProgram Manager
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Operation ManagerOperation Manager Ryotaro KawaharaRyotaro Kawahara　

Operation LeadOperation Lead
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世界 10 拠点に展開しイノベーションを加速させる様々なプ
ログラムを提供するコミュニティVenture Café Tokyo が、
茨城県・つくば市においてイノベーション創出に向けて連携
した交流プログラムの「TSUKUBA CONNÉCT」がいよいよ
幕開け！
VCT 代表理事山川さんによるキーノートでは “Failure is 
good”と“Action trumps everything”という門出に相応しい
お話をいただきました。 パネルディスカッションでは A.T. カー
ニー日本法人会長で CIC Japan 会長の梅澤さんモデレー
トのもと、 JAXA 中野さん、 筑波大学鈴木さんとともにつく
ばにおけるスタートアップはもちろん挑戦者エコシステム醸
成に向けたパネルディスカッションを繰り広げていただきま
した。 グローバルネットワークを持つ VCT らしく世界中の
Venture Café 代表からのメッセージもいただき、 茨城にお
ける ”Connecting innovators to make things happen” の
挑戦が幕を開けました。

オープニングキーノートオープニングキーノート
主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

山川 恭弘 山川 恭弘 
Venture Café Tokyo 代表理事Venture Café Tokyo 代表理事
バブソン大学アントレプレナーシップ准教授バブソン大学アントレプレナーシップ准教授

Shuffl  e Meetup Shuffl  e Meetup 
for Innovation!for Innovation!
主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

パネルディスカッションパネルディスカッション
 �Future of Tsukuba 
      TSUKUBA CONNÉCT でめざす未来 � 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

中野 優理香 JAXA 有人宇宙技術部門フライトディレクタJAXA 有人宇宙技術部門フライトディレクタ

鈴木 健嗣 筑波大学システム情報系教授、サイバニクス研究センター長筑波大学システム情報系教授、サイバニクス研究センター長

梅澤 高明 A.T. カーニー日本法人会長、CIC Japan 会長A.T. カーニー日本法人会長、CIC Japan 会長

グローバルメッセージグローバルメッセージ 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

Bego Maite Jimenez OcioBego Maite Jimenez Ocio Executive Director of Venture Café BilbaoExecutive Director of Venture Café Bilbao

Tracy Brala Executive Director of Venture Café PhiladelphiaExecutive Director of Venture Café Philadelphia

Daniel Enríquez VidañaDaniel Enríquez Vidaña President of Venture Café New EnglandPresident of Venture Café New England

Yasuhiro Yamakawa Executive Director of Venture Café TokyoExecutive Director of Venture Café Tokyo

クロージングクロージング
毛塚 幹人 つくば市副市長つくば市副市長
木名瀬 貴久 茨城県技術革新課長茨城県技術革新課長

 �Future of Tsukuba 
      TSUKUBA CONNÉCT でめざす未来 �



茨城らしい “Agriculture” をテーマに多角的に考え対話する
セッションを展開しました。
Session1 では “ フード/ アグリイノベーションの今後を考え
るための視点 ”と題してゲノム編集トマトの筑波大発スタート
アップ サナテックシード社の住吉さんを聞き手に農水省 渡
辺さんから日本のアグリテックの現状と未来についてお話し
いただきました。 Session2 では “Agri-Tech Startups”とし
てサグリ社 坪井さん、 アグロデザイン・スタジオ社 西ケ
谷さんからプレゼンピッチしていただきました。 Session3
ではグローバルセッションとして The Yield Lab から Claire 
Pribula さん に オ ン ライン 登 壇 い た だき “Thoughts on 
advancing seed & early stage innovations in Food & 
Agriculture Technology/ 食・農業テクノロジーにおける
シード・アーリーステージ期のイノベーションの興し方 ” に
ついてお話しいただきました。 オンラインネットワーキング空
間も大いに盛り上がりました！

フード / アグリイノベーションのフード / アグリイノベーションの
今後を考えるための視点今後を考えるための視点

主催：渡辺 一行主催：渡辺 一行
渡辺 一行
農林水産省大臣官房政策課企画官

Agri-Tech StartupsAgri-Tech Startups 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

Session 3Session 3
Claire PribulaClaire Pribula

住吉 美奈子
サナテックシード株式会社

坪井 俊輔 SAgri 株式会社 CEOSAgri 株式会社 CEO

西ヶ谷 有輝 株式会社アグロデザイン・スタジオ CEO株式会社アグロデザイン・スタジオ CEO

Managing Director of The Yield Lab Asia Pacifi cManaging Director of The Yield Lab Asia Pacifi c

農林水産省大臣官房政策課企画官

サナテックシード株式会社

 TSUKUBA  TSUKUBA 
CONNÉCT CONNÉCT 
MembersMembers

MC：MC：
主催：The Yield Lab主催：The Yield Lab



県内最大のインキュベーション施設つくば研究支援センター
（TCI）と連携し、 “TCI Tech Startups Pitch” を開催しまし
た。ノエックス社、LIGHTz 社、ときわバイオ社、 セルメディ
シン社、 アークメディスン社、 アクシオンリサーチ社、 ネ
クステッジテクノロジー社の 7 社からつくばのディープテッ
クスタートアップの取り組みについてプレゼンいただきまし
た。 またコメンテーターには General Partner at Fresco 
Capital, Director at Mistletoe, Inc. の Eriko さん、 常 陽
産業研究所 ファンド事業部 次長の中川さん、 そして現役
筑波大生でスタートアップ起業準備中の今村さんをお招きし
フィードバックいただきました。 Session2 では “A New Way 
of Learning: Cultivating Habits of Mind and Critical 
Wisdom for the 21st Century”と題し自己革新したい大
人のための短期集中フェローシッププログラム "Project 
MINT" 立ち上げに携わるProfessor Gloria Tamをお招きし、
21 世紀の現在リーダー達に求められる素養について理解を
深めました。

TCI Tech Startups PitchTCI Tech Startups Pitch 主催：つくば研究支援センター（TCI）主催：つくば研究支援センター（TCI） A New Way of Learning:A New Way of Learning:
Cultivating Habits of Mind and Critical Wisdom Cultivating Habits of Mind and Critical Wisdom 
for the 21st Centuryfor the 21st Century
21 世紀に求められるリーダーシップと素養21 世紀に求められるリーダーシップと素養 主催：Project M'INT主催：Project M'INT
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Tomoe UeyamaTomoe Ueyama Founder of Project M'INTFounder of Project M'INT

斎田 陽介 つくば研究支援センター（TCI）代表取締役社長つくば研究支援センター（TCI）代表取締役社長
山田 祐輝 株式会社ノエックス 代表取締役株式会社ノエックス 代表取締役
乙部 信吾 株式会社 LIGHTz 代表取締役社長株式会社 LIGHTz 代表取締役社長
中西 真人 ときわバイオ株式会社 取締役 CTOときわバイオ株式会社 取締役 CTO
大野 忠夫大野 忠夫 セルメディシン株式会社 代表取締役社長セルメディシン株式会社 代表取締役社長
田中 圭吾田中 圭吾 株式会社アークメディスン 代表取締役株式会社アークメディスン 代表取締役
佐藤 友美佐藤 友美 アクシオンリサーチ株式会社 代表取締役 CEO ＆ CTOアクシオンリサーチ株式会社 代表取締役 CEO ＆ CTO
坂本 堪亮坂本 堪亮 株式会社ネクステッジテクノロジー 代表取締役株式会社ネクステッジテクノロジー 代表取締役

- 登壇者 -- 登壇者 -

MC：MC：

Eriko SuzukiEriko Suzuki General Partner at Fresco Capital, Director at Mistletoe, Inc.General Partner at Fresco Capital, Director at Mistletoe, Inc.
中川 磨中川 磨 常陽産業研究所 ファンド事業部 次長常陽産業研究所 ファンド事業部 次長
今村 翔太今村 翔太 筑波大学情報科学類筑波大学情報科学類

-- コメンテーターコメンテーター --



#3 に引き続き TCI との協働プログラムを展開しました。
Session1 は “Tsukuba Next Tech! / テックが拡張する未
来のふつう ” と題し、つくば発のユニークでハイレベルな
技術を持つスタートアップ企業をご紹介。技術の視点の面
白さに注目し、その開発のきっかけやちょっと先の未来社
会での活用アイデアについて思考を深めました。Session2
は “Kickstart your Startup with Crowdfunding/ スター
トアップにおけるクラウドファンデイングの可能性 ” と題し、
研究発スタートアップの資金調達としてクラウドファンディ
ングがどう使えるのか、また資金調達以外にも PR やファ
ンづくりとしてどう利活用できるのか探りました。Session3
は “Women's Entrepreneurship/ 先輩女性起業家のストー
リーから学ぶ。“ちがう” 未来の選び方 ” と題し、女性起業
家の方々が拓いてきた道は、女性だけでなく全ての人にとっ
て新しいアントレプレナーシップのあり方であり、そのストー
リーから自分の未来をどうつくるのか共に考えました。

Tsukuba Next Tech! / テックが拡張する未来のふつうTsukuba Next Tech! / テックが拡張する未来のふつう
主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo川島 勇人 

株式会社スペースフォトン 代表取締役株式会社スペースフォトン 代表取締役

“Kickstart” your Startup with Crowdfunding “Kickstart” your Startup with Crowdfunding 
スタートアップにおけるクラウドファンデイングの可能性スタートアップにおけるクラウドファンデイングの可能性 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

苔口 穂高 Kickstarter Japan, アンカースター株式会社Kickstarter Japan, アンカースター株式会社

岸 勇喜 Kickstarter Japan, 株式会社講談社Kickstarter Japan, 株式会社講談社

堀下 恭平 Venture Café Tokyo Venture Café Tokyo 
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主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

藤原 由佳藤原 由佳 EY 新日本有限責任監査法人EY 新日本有限責任監査法人

バルドゥッチ 淳子 株式会社バルドゥッチ 代表取締役株式会社バルドゥッチ 代表取締役

長森 真希長森 真希 株式会社キャリーオン 取締役 COO株式会社キャリーオン 取締役 COO

石川 佳寿子 株式会社ピコサーム 代表取締役社長株式会社ピコサーム 代表取締役社長

吉田 学 
株式会社センシアテクノロジー共同設立者株式会社センシアテクノロジー共同設立者
産業技術総合研究所センシングシステム研究センター チーム長産業技術総合研究所センシングシステム研究センター チーム長
金澤 周介
株式会社センシアテクノロジー設立者株式会社センシアテクノロジー設立者
産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究員産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 研究員
世古 圭
Coral Capital シニア・アソシエイトCoral Capital シニア・アソシエイト

跡部 悠未
Venture Café Tokyo / 産業技術総合研究所Venture Café Tokyo / 産業技術総合研究所
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モデレーター：モデレーター：

MC：MC：



Session1では16 TYPE founder Harumiさんから“16types”
というツールを用いて自身や周囲の人を客観的に分析・理解
し、 成長やコミュニケーション、 チームビルディングへの活
用についてお話をいただき、 参加者も実際に体感する時間を
つくりました。 Session2 は "BORDERLESS VISION －身体と
先端テクノロジーの融合 "と題し、 世界トップアスリートと共
に個々人の持つ感覚値をプロダクトにおとしこみながら他に
はない高いデザイン性を表現するパラギア開発の話などから
医療機器・福祉用具や e スポーツなどの新たな視点、 価値
を考えました。 Session3 では " 拡張する感覚－次世代技術
がひらくオンライン・コミュニケーションの可能性 "と題し、
触覚・体感のデジタル化技術と能力を自由な発想で活用でき
る機会としてのコンテンツの話から、 人々がもっと自由に他
者や社会と繋がっていく未来の実現について筑波技術大 渡
辺さん、ミライセンス社 中村さん、 総合研究大学院大学 
青木さんが語りました。

16 TYPE - How do you prefer to communicate? 16 TYPE - How do you prefer to communicate? 
How personality TYPE infl uences communicationHow personality TYPE infl uences communication

主催：16TYPE主催：16TYPEFounder, 16 TYPEFounder, 16 TYPE

BORDERLESS VISIONBORDERLESS VISION
身体と先端テクノロジーの融合身体と先端テクノロジーの融合 主催：株式会社 RDS主催：株式会社 RDS

拡張する感覚拡張する感覚
次世代技術がひらくオンライン・コミュニケーションの可能性次世代技術がひらくオンライン・コミュニケーションの可能性

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo渡辺 知恵美
筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科 准教授筑波技術大学 産業技術学部 産業情報学科 准教授
筑波大学 図書館情報メディア系 准教授筑波大学 図書館情報メディア系 准教授
中村 則雄
産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門
株式会社ミライセンス ファウンダー CTO株式会社ミライセンス ファウンダー CTO

Harumi GondoHarumi Gondo

杉原 行里 株式会社 RDS 代表取締役、HERO X 編集長、株式会社 4RE 代表取締役
小川 悟 茨城県産業戦略部産業政策課 eスポーツ推進担当リーダー茨城県産業戦略部産業政策課 eスポーツ推進担当リーダー

跡部 悠未 MC：MC：

青木 優美 MC：MC： 総合研究大学院大学 D3

株式会社 RDS 代表取締役、HERO X 編集長、株式会社 4RE 代表取締役株式会社 RDS 代表取締役、HERO X 編集長、株式会社 4RE 代表取締役

Venture Café Tokyo / 産業技術総合研究所Venture Café Tokyo / 産業技術総合研究所



茨城が力を入れている宇宙分野をテーマに” 誰もが挑戦できる”
宇宙ビジネスについての一夜を開催！Session1では ” 茨城でビ
ジネスにイノベーションを！～地方自治体のグローバルビジネス
支援～ ”と題し、県営業戦略部グローバルビジネス支援チーム
から県の取り組みについて紹介いただきました。Session 2 では
茨城県が積極的に力を入れているスタートアップビザの 1 号認
定を得た Aron Lentsch さんにご登壇いただきました。Session 
3 では「宇宙ビジネス 誰もが挑戦できる共創時代」と題して
Aronさん、JAXA 岩本さん、SPACETIDE 佐藤さんにご登壇いた
だきパネルデスカッション。 Session 4 では「いばらき宇宙ビジ
ネス創造への取り組み」を県 科学技術振興課特区・宇宙プロジェ
クト推進室からご紹介いただき、さらに Session 5 では「宇宙を
舞台に活躍する学生」と題して 筑波大学「結」プロジェクトから
岡本さん、amulapo 社から松広さん、ABLab 宇宙天気プロジェ
クトから玉置さん、宇宙広報団体 TELSTAR から加治佐さん、ワー
プスペース社から永田さんにご登壇いただき、宇宙ビジネス界
におけるニュージェネレーションにもスポットを当てました。

茨城でビジネスにイノベーションを！茨城でビジネスにイノベーションを！
～地方自治体のグローバルビジネス支援～～地方自治体のグローバルビジネス支援～

主催：茨城県営業戦略部グローバルビジネス支援チーム主催：茨城県営業戦略部グローバルビジネス支援チーム

桔梗谷 かおる 
茨城県営業戦略部茨城県営業戦略部
グローバルビジネス支援チーム 主査グローバルビジネス支援チーム 主査

Infi nity�The Best 30 Minutes of Your Life�Infi nity�The Best 30 Minutes of Your Life�
A reusable rocket for human spacefl ightA reusable rocket for human spacefl ight

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

パネルディスカッションパネルディスカッション
 � 宇宙ビジネス 誰もが挑戦できる共創時代 � � 宇宙ビジネス 誰もが挑戦できる共創時代 � 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

Aron Lentsch Orbspace founderOrbspace founder

岩本 裕之 宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 新事業促進部 部長宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 新事業促進部 部長

佐藤 将史 SPACETIDE理事兼COO、いばらき宇宙ビジネス創造アドバイザーSPACETIDE理事兼COO、いばらき宇宙ビジネス創造アドバイザー

いばらき宇宙ビジネス創造への取り組みいばらき宇宙ビジネス創造への取り組み
主催：茨城県科学技術振興課特区・宇宙プロジェクト推進室主催：茨城県科学技術振興課特区・宇宙プロジェクト推進室

神永 葵神永 葵
茨城県産業戦略部技術振興局茨城県産業戦略部技術振興局
科学技術振興課科学技術振興課
特区・宇宙プロジェクト推進室 主任特区・宇宙プロジェクト推進室 主任

宇宙を舞台に活躍する学生宇宙を舞台に活躍する学生
岡本 健宏
筑波大学「結」プロジェクト筑波大学「結」プロジェクト
筑波大学 B4筑波大学 B4

飯田 桃子 
茨城県営業戦略部茨城県営業戦略部
グローバルビジネス支援チーム 主任グローバルビジネス支援チーム 主任

Aron Lentsch Aron Lentsch Orbspace founderOrbspace founder
通訳：Satoko Yasuda通訳：Satoko Yasuda

伴場 啓人伴場 啓人 茨城県保健福祉部厚生総務課兼疾病対策課 係長茨城県保健福祉部厚生総務課兼疾病対策課 係長
（前 特区・宇宙プロジェクト推進室）（前 特区・宇宙プロジェクト推進室）

松広 航
株式会社 amulapo COO株式会社 amulapo COO
早稲田大学大学院 D1早稲田大学大学院 D1
玉置 晋
ABLab 宇宙天気プロジェクトリーダーABLab 宇宙天気プロジェクトリーダー
茨城大学大学院 D2茨城大学大学院 D2
加治佐 匠真加治佐 匠真
宇宙広報団体 TELSTAR 広報 宇宙広報団体 TELSTAR 広報 
次期代表就任予定次期代表就任予定
早稲田大学 B2早稲田大学 B2

永田 晃大永田 晃大
株式会社ワープスペース 取締役 CTO株式会社ワープスペース 取締役 CTO
筑波大学大学院 D1筑波大学大学院 D1

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

モデレーター：モデレーター：



TSUKUBA CONNÉCT ではこれからの時代を創る ”Z 世代 ” に
もフォーカスを当てています。 ” 大学におけるアントレプレ
ナー教育プログラム ” について筑波大学 国際産学連携本部
と姉妹組織 NAGOYA CONNÉCT でも協働している名古屋大
学それぞれから大学における起業家教育の今を発表いただき
ました。 Session2 では ” 学生ベンチャーピッチ ”と題し、 Z
世代から 7 名ピッチ登壇していただきました。また ” 茨城県
のスタートアップ推進プログラム ”として茨城県が起業しやす
い県となるべく進めている施策についての紹介もしました。さ
らに Session4 では ”Learning Session ～卒業生が語る バ
ブソン大学での学びとは？～ "と題し、 起業家教育全米 No.1
とも言われるバブソン大学を卒業した三菱電機社 新事業開
発担当の信江さんからアントレプレナーシップ教育の本質に
ついて発表していただきました。さらに最終 Session5 では
Student Speakers Series "Gen Z: The New Entrepreneur 
Generation"と題してグローバルな Z 世代における起業家に
よるトークセッションをトークをお届けしました。

なぜ大学でアントレプレナーシップを学ぶのか なぜ大学でアントレプレナーシップを学ぶのか 
- 取り組み紹介- 取り組み紹介

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

学生アントレプレナー学生アントレプレナー
ピッチライブピッチライブ 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

茨城県における
創業・ベンチャー支援創業・ベンチャー支援

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo
山崎 由貴 茨城県産業戦略部技術革新課茨城県産業戦略部技術革新課

 Learning Session  Learning Session 
卒業生が語る バブソン大学での学びとは？卒業生が語る バブソン大学での学びとは？

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo信江 一輝信江 一輝
Class of 2020, Babson College F.W.Olin Graduate School of BusinessClass of 2020, Babson College F.W.Olin Graduate School of Business
Ambassador , Venture Café Tokyo Ambassador , Venture Café Tokyo 
三菱電機株式会社 新事業開発担当三菱電機株式会社 新事業開発担当

Student Speakers Series Student Speakers Series 
- Gen Z: The New Generation of Entrepreneurs- Gen Z: The New Generation of Entrepreneurs

Karlos IshacKarlos Ishac CEO and Founder of Lifeform AI CEO and Founder of Lifeform AI 
PhD (Human Informatics) PhD (Human Informatics) 
Emerging Technologies AdvisorEmerging Technologies Advisor

平良 侑希平良 侑希 Co-Founder CEO, Ambii, LLCCo-Founder CEO, Ambii, LLC

下田 彬下田 彬 株式会社 World Life Mapping Co-Founder CEO
宮川 春菜宮川 春菜 X-Perception Lab.  筑波大学X-Perception Lab.  筑波大学
西村 勇輝西村 勇輝 Momo  筑波大学Momo  筑波大学

塚本 将弘塚本 将弘 株式会社 Harmony For 代表取締役株式会社 Harmony For 代表取締役
村上 嘉一村上 嘉一 合同会社ジークス 代表社員社長 CEO合同会社ジークス 代表社員社長 CEO
久慈 知明久慈 知明 Blue Industries 株式会社 代表取締役Blue Industries 株式会社 代表取締役
露木 志奈露木 志奈 環境活動家  慶應義塾大学  Green School Bali 2019年卒業環境活動家  慶應義塾大学  Green School Bali 2019年卒業

旗手 有菜旗手 有菜 Tsukuba UniversityTsukuba University
Jedrick GoJedrick Go Tsukuba UniversityTsukuba University

Solana FujikawaSolana Fujikawaモデレーター：モデレーター：

茨城県における茨城県における茨城県における

株式会社 World Life Mapping Co-Founder CEO株式会社 World Life Mapping Co-Founder CEO

尾内 敏彦尾内 敏彦
筑波大学国際産学連携本部 教授筑波大学国際産学連携本部 教授

岡部 周平岡部 周平
名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部 URA名古屋大学学術研究・産学官連携推進本部 URA

Tufts UniversityTufts University

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo



研究者のキャリアパスとして「スタートアップ」をどう捉える
かー。 内閣府キャラバンとの共同開催として、 研究者との議
論が国の次期科学技術基本計画を含む今後の政策・施策の
参考となる機会を創出。 内閣府参事官 永井さんから ” 内閣
府から科学技術・イノベーション基本計画の検討の方向性
について ” を説明いただき、 つくば市スタートアップ戦略に
ついても触れ、さらに茨城県のスタートアップへの取り組み
についてもご紹介いただきました。パネルディスカッションは”
ディープテックスタートアップから科学技術基本計画への提
言 ”と題し、Forbes JAPAN Web 編集部 編集長 谷本さんを
モデレーターに、ピクシーダストテクノロジーズ社 村上さん、
元ライフロボティクス社 尹さん、 マテリアルイノベーション
つくば社 唐さん、 アークメディスン社 田中さん、 内閣府企
画官 石井さん、つくば市政策イノベーション部長 森さんとい
う実につくばらしい産官学それぞれからの豪華登壇者で開催
しました。 質疑応答も活発に動きインタラクティブなコミュニ
ティが生まれました。

内閣府から内閣府から
科学技術・イノベーション基本計画の科学技術・イノベーション基本計画の
検討の方向性について 主催：内閣府

永井 岳彦 内閣府参事官

つくば市スタートアップ戦略つくば市スタートアップ戦略

パネルディスカッションパネルディスカッション
 � ディープテックスタートアップから � ディープテックスタートアップから
　　　　　　科学技術基本計画への提言�　　　　　　科学技術基本計画への提言� 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

村上 泰一郎 村上 泰一郎 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役COOピクシーダストテクノロジーズ株式会社 代表取締役COO
尹 祐根尹 祐根 元ライフロボティクス代表取締役・産総研元ライフロボティクス代表取締役・産総研

人工知能研究センター デジタルヒューマン研究チーム 主任研究員人工知能研究センター デジタルヒューマン研究チーム 主任研究員
唐 捷唐 捷 株式会社マテリアルイノベーションつくば取締役株式会社マテリアルイノベーションつくば取締役

クロージングクロージング

沢田 十和子 沢田 十和子 
つくば市スタートアップ推進室つくば市スタートアップ推進室

主催：つくば市スタートアップ推進室主催：つくば市スタートアップ推進室

茨城県の茨城県の
スタートアップへの取り組みスタートアップへの取り組み

伊佐間 久 
茨城県 産業戦略部 技術振興局長茨城県 産業戦略部 技術振興局長

主催：茨城県 科学技術振興課＆技術革新課主催：茨城県 科学技術振興課＆技術革新課

田中 圭悟田中 圭悟 株式会社アークメディスン代表取締役社長株式会社アークメディスン代表取締役社長
石井 芳明石井 芳明 内閣府企画官内閣府企画官
森 祐介森 祐介 つくば市政策イノベーション部長つくば市政策イノベーション部長

谷本 有香谷本 有香モデレーター：モデレーター： Forbes JAPAN Web 編集部 編集長Forbes JAPAN Web 編集部 編集長

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo参加者からの質疑応答参加者からの質疑応答
意見交換意見交換
主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

検討の方向性について



Session1では ” 世界と茨城をつなぐグローカル志向の若手イノ
ベーター人財の発掘・育成プログラムとは？”と題し、茨城県内
の学生を対象にアントレプレナーシップ教育をPBL 的に推し進
めるHitachi frogs 菅原さんとTsukuba Place Lab 堀下が、こ
れからの茨城における若手イノベーターたちへの期待と未来につ
いて語りました。Session 2 では、非営利組織評価センター 山
田さんモデレートのもと、日本初クラウドファンディングサービス
READYFOR 堤さん、ヤフーネット募金を運用するYahoo 鈴木さ
んが ”withコロナ時代の新たな贈与のカタチ ” についてプラット
フォームであり先駆者だからこそ見えている視座でお話しいただき
ました。Session3 では ”STEAM Education”と題し、筑波大学 
Koyanagiさん、つくば市 Moriさん、筑波大学 Mishimaさん、並
木中等 Yoshimuraさん、University City Science Center Phil 
Brooksさん、University City Science Center David Clayton
さん、LucasPYE BIO Tia Lyles-Williamsさんによる対談を実施。
世界各国の STEAM 教育の現状や取り組み、そしてこれからのつ
くばの取り組みについての示唆をいただきました。

世界と茨城をつなぐグローカル志向の世界と茨城をつなぐグローカル志向の
若手イノベーター人財の発掘・育成プログラムとは？若手イノベーター人財の発掘・育成プログラムとは？

主催：Tsukuba Place Lab主催：Tsukuba Place Lab菅原 広豊 Hitachi frogsHitachi frogs

with コロナ時代の新たな贈与のカタチwith コロナ時代の新たな贈与のカタチ
主催：一般財団法人 非営利組織評価センター主催：一般財団法人 非営利組織評価センター

STEAM Education: Re-imagining the futureSTEAM Education: Re-imagining the future
主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

小柳 智義小柳 智義 Professor at University of Tsukuba, Faculty of MedicineProfessor at University of Tsukuba, Faculty of Medicine

森 祐介 Director General of Policy Innovation Department at the City of TsukubaDirector General of Policy Innovation Department at the City of Tsukuba

三嶋 雄太三嶋 雄太 Assistant Professor at University of Tsukuba, Faculty of MedicineAssistant Professor at University of Tsukuba, Faculty of Medicine
Researcher at Kyoto University, iPS cell Research and Application (CiRA)Researcher at Kyoto University, iPS cell Research and Application (CiRA)

吉村 大介 Namiki Secondary School Science Teacher Chief of Problem explorationNamiki Secondary School Science Teacher Chief of Problem exploration

堀下 恭平モデレーター：モデレーター： Venture Café TokyoVenture Café Tokyo
Tsukuba Place Lab

山田 泰久山田 泰久 一般財団法人 非営利組織評価センター 業務執行理事一般財団法人 非営利組織評価センター 業務執行理事

堤 春乃堤 春乃 READYFOR 株式会社 CEO 室 マネージャーREADYFOR 株式会社 CEO 室 マネージャー
鈴木 哲也鈴木 哲也 ヤフー株式会社社会貢献ユニットヤフーネット募金サービス マネージャーヤフー株式会社社会貢献ユニットヤフーネット募金サービス マネージャー

寺田 圭子 Namiki Secondary School English Teacher Chief of International EducationNamiki Secondary School English Teacher Chief of International Education
Phil Brooks Director, STEM Workforce Partnerships University City Science CenterDirector, STEM Workforce Partnerships University City Science Center
David Clayton Director of STEAM Initiatives, University City Science CenterDirector of STEAM Initiatives, University City Science Center
Tia Lyles-Williams Founder & CEO, LucasPYE BIOFounder & CEO, LucasPYE BIO



研究学園都市つくばで ” ノーベル賞技術を語る ” 夜を企画し
ました。 Session1 では ” 科学と広報 ”と題し、 物質・材料
研究機構 広報室 室長 兼 産業技術総合研究所 広報部の小
林 さんから科学技術をわかりやすく伝える広報の魅力につい
てお話しいただきました。 Session2 では ” ノーベル賞技術で
つくる社会 ”と題し、ノーベル賞に準えたそれぞれの分野に
近しい茨城つくばの研究者にお越しいただき解説いただきまし
た。 化学賞（ゲノム編集）としてサナテックシード社 住吉さ
ん、 医学生理学賞（C 型肝炎ウィルス）として 筑波大学医
学医療系消化器内科 福田さん、 経済学賞（電波オークショ
ン）として NTTドコモ ネットワークイノベーション研究所 永
田さん、 物理学賞（ブラックホール）として高エネルギー加
速器研究機構 高橋さんからそれぞれご紹介いただきました。
さらに Session3 では ” 伝えるチカラ ”と題し、 物質・材料
研究機構 広報室小田倉さんに招き、ご登壇いただいた全員
による科学の魅力をいかに伝えるか、 当人だからこそ感じて
いる想いについて語っていただきました。

科学と広報科学と広報 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

小林 隆司 
物質・材料研究機構 広報室 室長物質・材料研究機構 広報室 室長
産業技術総合研究所 広報部 審議役産業技術総合研究所 広報部 審議役

ノーベル賞技術でつくる社会ノーベル賞技術でつくる社会 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

住吉 美奈子住吉 美奈子
サナテックシード株式会社《化学賞（ゲノム編集）》サナテックシード株式会社《化学賞（ゲノム編集）》
福田 邦明
筑波大学医学医療系消化器内科 教授筑波大学医学医療系消化器内科 教授
霞ヶ浦医療センター 肝胆膵疾患センター長霞ヶ浦医療センター 肝胆膵疾患センター長

《医学生理学賞（C 型肝炎ウィルス）》《医学生理学賞（C 型肝炎ウィルス）》

永田 聡
株式会社 NTT ドコモ ネットワークイノベーション研究所株式会社 NTT ドコモ ネットワークイノベーション研究所
3GPP TSG-RAN 副議長《経済学賞（電波オークション）》3GPP TSG-RAN 副議長《経済学賞（電波オークション）》

伝えるチカラ伝えるチカラ 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

小林 隆司小林 隆司 住吉 美奈子 福田 邦明福田 邦明 永田 聡永田 聡
高橋 将太
高エネルギー加速器研究機構 広報室 科学コミュニケーター高エネルギー加速器研究機構 広報室 科学コミュニケーター

《物理学賞（ブラックホール）》《物理学賞（ブラックホール）》
高橋 将太高橋 将太

小田倉 碧モデレーター：モデレーター： 物質・材料研究機構 広報室物質・材料研究機構 広報室



茨城県庁から生配信！Session1では ” 大井川知事＆ VCT トークセッション ”
とし、大井川茨城県知事、Venture Café Tokyo program director Ryu、
TSUKUBA CONNÉCT program manager Yuumi、同 operation manager 
Kyohei が茨城のスタートアップエコシステムと挑戦することの尊さについて
語りました。Session2 は ” 茨城大学のベンチャー創出への取組＆茨城大
学ゆかりのベンチャー対談 ”と題し、茨城大学 研究・産学官連携機構との
コラボで 茨城大学 研究・産学官連携機構 酒井さんモデレートのもと茨城
大学発ベンチャーのユニキャスト社 三ツ堀さんとDinow 社 髙橋さんにご
登壇いただきました。Session3 は ” 県央 ( 水戸 ) でのイノベーションの取
組 ”として Hakko Labo の明利酒類社 加藤さん、NEXT・カワシマ社 川嶋
さん、水戸経済新聞 高木さん、茨城いすゞ自動車社 豊崎さんにご登壇い
ただき水戸の活動についてお話しいただき、また Session4 ではさらに ” 県
内イノベーター対談 ”と題し県北エリアからただいま社 和田さん、鹿行エリ
アから恵日山長照寺 吉本さん、agri new winds 社 飯田さん、県西エリア
から結城商工会議所 野口さん、県南エリアからTsukuba Place Lab 堀下
がそれそれ登壇。Session5では”コロナと戦い続ける県内ベンチャーピッチ”
と題し、リーバー社 伊藤さん Ambii 社 平良さんからコロナ禍で大躍進した
両社の取り組みと展望についてお話しいただきました。

大井川知事＆ VCT トークセッション大井川知事＆ VCT トークセッション 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

大井川 和彦大井川 和彦   茨城県知事茨城県知事

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

和田 昂憲和田 昂憲 株式会社ただいま はじめた人 / Hitachifrogs Organizer/Mentor株式会社ただいま はじめた人 / Hitachifrogs Organizer/Mentor

飯田 等  株式会社 agri new winds 代表取締役  株式会社 agri new winds 代表取締役 
野口 純一野口 純一  結城商工会議所 経営指導員 / 結いプロジェクト発起人 結城商工会議所 経営指導員 / 結いプロジェクト発起人
堀下 恭平 Tsukuba Place Lab 代表 & up Tsukuba 共同代表Tsukuba Place Lab 代表 & up Tsukuba 共同代表

コロナと戦い続けるコロナと戦い続ける
県内ベンチャーピッチ県内ベンチャーピッチ

伊藤 俊一郎 株式会社リーバー 代表取締役株式会社リーバー 代表取締役
平良 侑希平良 侑希 Ambii 合同会社 CEOAmbii 合同会社 CEO

小村 隆祐小村 隆祐 Venture Café Tokyo program directorVenture Café Tokyo program director

跡部 悠未跡部 悠未 TSUKUBA CONNÉCT program managerTSUKUBA CONNÉCT program manager
産総研スタートアップコーディネーター産総研スタートアップコーディネーター

堀下 恭平堀下 恭平 TSUKUBA CONNÉCT operation managerTSUKUBA CONNÉCT operation manager
Tsukuba Place Lab 代表 & up Tsukuba 共同代表Tsukuba Place Lab 代表 & up Tsukuba 共同代表

茨城大学のベンチャー創出への取組茨城大学のベンチャー創出への取組
＆茨城大学ゆかりのベンチャー対談＆茨城大学ゆかりのベンチャー対談

酒井 宗寿 酒井 宗寿 茨城大学 研究・産学官連携機構 / 准教授茨城大学 研究・産学官連携機構 / 准教授

三ツ堀 裕太三ツ堀 裕太 株式会社ユニキャスト 代表取締役株式会社ユニキャスト 代表取締役

髙橋 健太髙橋 健太 株式会社 Dinow 代表取締役 CEO株式会社 Dinow 代表取締役 CEO

主催：茨城大学 研究・産学官連携機構主催：茨城大学 研究・産学官連携機構

県央 ( 水戸 ) でのイノベーションの取組県央 ( 水戸 ) でのイノベーションの取組
- Hakko Lab -- Hakko Lab -

川嶋 啓太川嶋 啓太  NEXT・カワシマ NEXT・カワシマ
高木 真矢子高木 真矢子 JOYNS.LLC CEO / 水戸経済新聞編集長JOYNS.LLC CEO / 水戸経済新聞編集長
豊崎 悟豊崎 悟 茨城いすゞ自動車 常務取締役茨城いすゞ自動車 常務取締役

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

加藤 喬大加藤 喬大 明利酒類 社長室 室長明利酒類 社長室 室長

堀下 恭平堀下 恭平モデレーター：モデレーター： Tsukuba Place Lab 代表 & up Tsukuba 共同代表Tsukuba Place Lab 代表 & up Tsukuba 共同代表

県内イノベーター対談県内イノベーター対談
県北県北
鹿行鹿行

県西県西
県南県南

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

吉本 おめこ住職 恵日山長照寺住職恵日山長照寺住職



産総研とのコラボナイト！300 名以上の方がご参加くださったビッグイベント
に！つくば茨城の研究シーズの底力を垣間見た一夜でした。Session1 は ”
ピッチセッション：ディープテック・インパクト！次世代技術ベンチャーズ ”
と題し、地質標本館 森田さんから配信会場である地質標本館のご紹介
をいただいたのち「先端技術が拓く未来の社会基盤」というテーマのもと、
Hmcomm 株式会社、サイトセンシング株式会社、株式会社ナノルクスか
らのピッチを、続いてテーマを「テクノロジーでつくる新しい健康」とし、と
きわバイオ株式会社、ベネノテクノロジーズ株式会社、産総研 バイオメ
ディカル研究部門からのピッチ、さらに「先端技術が拓く未来の社会基盤」
として地球科学可視化技術研究所株式会社、リーグソリューションズ株式
会社、産総研 センシングシステム研究センターからそれぞれピッチして
いただきました。またコメンテーターには TEP 尾﨑さんとDBJ キャピタル
社 河合さんにお越しいただきフィードバックいただきました。Session2 は ” 
研究者×職員によるイノベーターズトーク - 変革する力、巻き込む力 ”と
題し、人間拡張研究センター 小島さん、センシングシステム研究センター 
福田さん、触媒化学融合研究センター 日隈さん、イノベーション推進本
部 宮下さんによるディスカッションをベンチャー開発センターも兼務する
Yuumi モデレートのもと開催。Session3 では ” ディープテックスタートアッ
プのマインドセット”としてミリオンステップス社 井口さんからイスラエルの
ディープテックの現状についてお話しいただきました。

ディープテック・インパクト！次世代技術ベンチャーズディープテック・インパクト！次世代技術ベンチャーズ
主催：産総研ベンチャー開発センター主催：産総研ベンチャー開発センター

森田 澄人 地質標本館 館長地質標本館 館長
地質調査総合センター 地質情報基盤センター 次長地質調査総合センター 地質情報基盤センター 次長

研究者×職員によるイノベーターズトーク研究者×職員によるイノベーターズトーク
 変革する力、巻き込む力 変革する力、巻き込む力 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

小島 一浩小島 一浩 人間拡張研究センターイノベーション人材室 デザインスクール事務局人間拡張研究センターイノベーション人材室 デザインスクール事務局

福田 伸子 センシングシステム研究センターセンシングシステム研究センター

日隈 聡士日隈 聡士 触媒化学融合研究センター触媒化学融合研究センター

宮下 東久 イノベーション推進本部イノベーション推進本部

ディープテックディープテック
スタートアップのスタートアップの
マインドセットマインドセット

井口 優太
ミリオンステップス株式会社ミリオンステップス株式会社
取締役兼 COO取締役兼 COO

・地質標本館紹介・地質標本館紹介

・ピッチセッション・ピッチセッション
1-1. 先端技術が拓く未来の社会基盤

2. テクノロジーでつくる新しい健康

1-2. 先端技術が拓く未来の社会基盤1-2. 先端技術が拓く未来の社会基盤

尾﨑 典明尾﨑 典明コメンテーター：コメンテーター： S-factory 代表S-factory 代表
一般社団法人 TX アントレプレナーパートナーズ (TEP) 理事 / サポート会員代表世話人一般社団法人 TX アントレプレナーパートナーズ (TEP) 理事 / サポート会員代表世話人
筑波大学国際産学連携本部 産学連携教授筑波大学国際産学連携本部 産学連携教授

跡部 悠未モデレーター：モデレーター： ベンチャー開発センター、Venture Café Tokyoベンチャー開発センター、Venture Café Tokyo

Hmcomm 株式会社 代表取締役 CEOHmcomm 株式会社 代表取締役 CEO三本 幸司三本 幸司
平林 隆平林 隆 サイトセンシング株式会社 代表取締役社長サイトセンシング株式会社 代表取締役社長

株式会社ナノルクス 代表取締役 CEO株式会社ナノルクス 代表取締役 CEO祖父江 基史 祖父江 基史 

ときわバイオ株式会社 取締役 CTO 技術担当ときわバイオ株式会社 取締役 CTO 技術担当中西 真人中西 真人
木村 忠史木村 忠史 Veneno Technologies 株式会社 主任研究員Veneno Technologies 株式会社 主任研究員

産総研 バイオメディカル研究部門産総研 バイオメディカル研究部門大石 勲大石 勲

地球科学可視化技術研究所株式会社 代表取締役地球科学可視化技術研究所株式会社 代表取締役芝原 暁彦芝原 暁彦
田中 秀幸田中 秀幸 リーグソリューションズ株式会社 技術顧問リーグソリューションズ株式会社 技術顧問

産総研 センシングシステム研究センター産総研 センシングシステム研究センター大曲 新矢大曲 新矢

河合 将文河合 将文 DBJ キャピタル株式会社 投資部 ディレクターDBJ キャピタル株式会社 投資部 ディレクター

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo



大阪と繋がる一夜を大阪イノベーションハブと共同で開催しまし
た。Session1 では ”TSUKUBA connect with OSAKA - ライフサ
イエンスピッチ ” と題し、つくば茨城のスタートアップピッチを大
阪の製薬メーカーや医療バイオ分野を中心にディープテック大企
業に参加してもらいビジネスマッチングを図りました。イントロダ
クションとして ” 茨城県のベンチャー支援環境・大阪イノベーショ
ンハブとの取り組み ” を茨城県技術革新課から、” 大阪イノベー
ションハブ紹介・大阪のベンチャー支援環境 ” を大阪イノベーショ
ンハブからご説明いただきました。その後の ” 企業ピッチ ” では
Dinow 社 髙橋さんとリバネス社 川名さん、エアメンブレン社 古
賀さんと産総研 高石さん、LIGHTz 社 乙部さんと IBUKI 社 渡辺さ
ん、アグロデザイン・スタジオ社 西ヶ谷さんとリアルテックファン
ド 山家さん、リーバー社 伊藤さんと大阪教育大学附属天王寺小
学校 國光さんという起業家×サポーターの 5 組にプレゼンいただ
きました。またそれぞれのエリアでスタートアップエコシステムを
支え続けているつくば研究支援センターと大阪イノベーションハブ
のご紹介も実施。さらに Session2 では ” 登壇企業と繋がる！ネッ
トワーキングセッションと題し、登壇企業と自由にディスカッショ
ンし繋がれる場をオンラインで開催し、多くの CONNÉCT が生ま
れました。

TSUKUBA connect with OSAKA TSUKUBA connect with OSAKA 
- ライフサイエンスピッチ -- ライフサイエンスピッチ - 主催：Osaka Innovation Hub /Venture Café Tokyo主催：Osaka Innovation Hub /Venture Café Tokyo

髙橋 健太髙橋 健太 株式会社 Dinow 代表取締役 CEO株式会社 Dinow 代表取締役 CEO

登壇企業と繋がる！登壇企業と繋がる！
ネットワーキングセッションネットワーキングセッション

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

川名 祥史川名 祥史 株式会社リバネス 研究開発事業部 部長株式会社リバネス 研究開発事業部 部長

古賀 義紀古賀 義紀 株式会社エアメンブレン 代表取締役株式会社エアメンブレン 代表取締役
高石 雅貴高石 雅貴 産業技術総合研究所 ベンチャー開発センター産業技術総合研究所 ベンチャー開発センター

企業ピッチ企業ピッチ

「茨城県のベンチャー支援環境「茨城県のベンチャー支援環境
                                 大阪イノベーションハブとの取り組み」                                 大阪イノベーションハブとの取り組み」

山崎 由貴山崎 由貴
産業戦略部技術振興局技術革新課 企業支援監産業戦略部技術振興局技術革新課 企業支援監

「大阪イノベーションハブ紹介・大阪のベンチャー支援環境」「大阪イノベーションハブ紹介・大阪のベンチャー支援環境」

中村 奈依中村 奈依
大阪産業局 イノベーション推進部部長大阪産業局 イノベーション推進部部長

イントロダクションイントロダクション

石塚 万里石塚 万里
「つくば研究支援センター案内」「つくば研究支援センター案内」
つくば研究支援センター ベンチャー支援部長、インキュベーションマネージャーつくば研究支援センター ベンチャー支援部長、インキュベーションマネージャー

乙部 信吾 株式会社 LIGHTz 代表取締役 CEO株式会社 LIGHTz 代表取締役 CEO
渡辺 芳照 株式会社 IBUKI 営業チーム株式会社 IBUKI 営業チーム

西ヶ谷 有輝 株式会社アグロデザイン・スタジオ 代表取締役社長株式会社アグロデザイン・スタジオ 代表取締役社長
山家 創 リアルテックファンド グロースマネージャーリアルテックファンド グロースマネージャー

伊藤 俊一郎伊藤 俊一郎 株式会社リーバー 代表取締役株式会社リーバー 代表取締役
國光 妙國光 妙子  大阪教育大学附属天王寺小学校 研究部長大阪教育大学附属天王寺小学校 研究部長

乙部 信吾乙部 信吾
渡辺 芳照渡辺 芳照
西ヶ谷 有輝
山家 創山家 創



登壇企業と繋がる！登壇企業と繋がる！
ネットワーキングセッションネットワーキングセッション

” 研究 ” にフォーカスを当てて魅力を発信！Session1 では
” 博士女子トーク ” と題し、大学の博士課程で研究をしてい
る青木さん、讃井さん、藤中さんの 3 名の女性に登壇いた
だき、研究者の実態や魅力について語っていただきました。
さらに Session 終了後、Networking Room では ” 博士女
子楽屋トーク ” を開催し、よりディープな博士女子のリアル
についてお話しいただきました Session2 では夜の地質標
本館に潜入してツアー形式で館内を紹介。館長の森田さん
と地球科学可視化技術研究所の芝原さんに案内していただ
きました。Session3では ” 研究という世界もあるよ”と題し、
N 高副校長の吉村さん、筑波大学の郡司さん、つくば市立
大穂中学校の川俣さん、モデレータ―として産業技術総合
研究所主任研究員の江渡さんに登壇いただきました。2021
年 4 月につくば市に S 高等学校が開校することから、中高
生がより研究の世界に触れられる取り組みについて紹介い
ただきました。

博士女子トーク博士女子トーク 主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

青木 優美 総合研究大学院大学 D3（素粒子物理）総合研究大学院大学 D3（素粒子物理）

夜の地質標本館に潜入｜チバニアン展開催中！夜の地質標本館に潜入｜チバニアン展開催中！

讃井 知 筑波大学 D3（社会工学専攻）筑波大学 D3（社会工学専攻）
藤中 彩乃 筑波大学 D3（コンピュータサイエンス専攻）筑波大学 D3（コンピュータサイエンス専攻）

日本学術振興会特別研究員 DC2日本学術振興会特別研究員 DC2

森田 澄人森田 澄人 地質標本館 館長地質標本館 館長
地質調査総合センター 地質情報基盤センター 次長地質調査総合センター 地質情報基盤センター 次長

芝原 暁彦芝原 暁彦 地球科学可視化技術研究所株式会社 CEO地球科学可視化技術研究所株式会社 CEO

主催：Venture Café Tokyo主催：Venture Café Tokyo

研究という世界もあるよ研究という世界もあるよ
吉村 総一郎吉村 総一郎 N 高校副校長N 高校副校長
郡司 芽久郡司 芽久 筑波大学システム情報系研究員筑波大学システム情報系研究員

国立科学博物館動物研究部協力研究員 / 解剖学者国立科学博物館動物研究部協力研究員 / 解剖学者

主催：つくば横の会 & Venture Café Tokyo主催：つくば横の会 & Venture Café Tokyo

川俣 純川俣 純 つくば市立大穂中学校技術科教諭つくば市立大穂中学校技術科教諭
技術教室グループ発起人＆世話人技術教室グループ発起人＆世話人

江渡 浩一郎江渡 浩一郎 産業技術総合研究所主任研究員 産業技術総合研究所主任研究員 
慶應義塾大学 SFC 特別招聘教授 慶應義塾大学 SFC 特別招聘教授 
メディアアーティストメディアアーティスト

モデレーター：モデレーター：



東京管区気象台とコラボして、 ” 気象 ” について語りつくしま
した。 Session1 では気象防災部長の安田さんから東京管区
気象台について紹介いただきました。 Session2 では ” 気象
と防災 ”と題し「ソラチェク」について防災科学技術研究所
の岩波さんに、「気象情報の利活用と防災」について東京管
区気象台の井上さんにお話しいただきました。 Session3 で
は ” 気象とつくば ”と題し、 気象庁の石田さんからつくば市
にある数値予報開発センターについて、 サグリ株式会社の
坪井さんからスタートアップによる気象データ利活用事例に
ついて、 紹介いただきました。 Session4 では坂下さんから
気象衛星ひまわりについて、 気象庁情報基盤部気象衛星課
の調査官の目線からお話しいただきました。 Session5 では
Sessoin1 ～ 4 で登壇いただいた方々によるクロストークを実
施。 気象庁や研究所、スタートアップ企業などさまざまなポ
ジションから気象データのこれからについて語っていただきま
した。

OPENING 気象データの夕べOPENING 気象データの夕べ
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2020 年度最後のTSUKUBA CONNÉCT は、NAGOYA CONNÉCT
とコラボして盛大に開催。Session1 では日本国際博覧会協会
の羽端さんと今村さん、VCT の Ryu の 3 名に加え、NAGOYA
アンバサダーの楓さんも登場！全員参加型万博との共創につ
いてお 話ししました。Session2 では ”YAMAGATA Connect 
with IBARAKI” と題して茨城県と山形県のコラボセッション
をお届けしました。山形県からジョージ・ヤマガタさん、株
式会社メタジュンの福田さん、山形大学の酒井さん、茨城県
から山崎さんに登壇いただき、スタートアップ支援・イノベー
ション推進の取り組みを紹介いただきました。Session3 では
インド大使館とコラボし、インド IT 業界団体 NASSCOM から
インドの IT エコシステムについて、日印スタートアップ企業の
KAUL-Tech 社、Ignitarium 社、Graphene 社から事業紹介を
いただきました。最後の Session では 2020 年度最後というこ
とで ”JAPAN CONNÉCT Session: THE FUTURE OF VENTURE 
CAFE” と題し、Tokyo、NAGOYA、TSUKUBA の主要メンバー
が登壇して今後の Venture Café Tokyo について語りました。

全員参加型万博 TEAM EXPO 2025 の展望全員参加型万博 TEAM EXPO 2025 の展望
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2020 年 8 月7日から始まった TSUKUBA CONNÉCT は、
茨城・つくばにとどまらず全国各地、また、海外 5 ヶ国を
含む 120 機関 173 名のスピーカーが参加しました。コワー
キングスペースやスタートアップ支援施設、研究機関、茨
城県庁と様々な場所で開催し、コラボレーションを起こし
ました。



001. 16 TYPE
002. 2025 年日本国際博覧会協会
003. ABLab
004. agri new winds
005. Ambii
006. amulapo
007. AT カーニー日本法人
008. Babson College
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010. Coral Capital
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　TSUKUBA CONNÉCT は COVID-19 というこれまで世界が経験したことのない環境下

でスタートしました。世界的なパンデミックにより、当たり前に行ってきたコミュニ

ケーションが失われ、大きなプレッシャーのなかで未知の生活を始めなくてはならな

くなった時、人と人が同じ場所 / 時間を共有すること、対面し会話を交わすこと、そ

して、思いがけない出会いから生まれる未来の価値や喜びを改めて感じる機会となり

ました。

　私たちはこの環境でもできることを探し、COVID-19 後の世界へと繋がる道をつく

ろうと、オンラインのセミナーだけでなく、ネットワーキングスペースの場づくりを

始めました。それにより、リアルでは出会うことが難しい国内各地や海外の人々がリ

モートで参加し、互いの興味や置かれた環境などをモニター越しの表情や背景、対話

から得られるようになりました。さらに嬉しいことには、このネットワーキングスペー

スを試行錯誤しながら、いろいろなコンテンツを考え、つくってくれたのは学生アン

バサダーを中心とするメンバーでした。

　これから TSUKUBA CONNÉCT はリアルの世界へとまた新しい挑戦を始めますが、

この環境下でのオンラインだからこそ共感、共有できた繋がりをこれからも育ててい

きます。第 1・3 金曜日に開催される TSUKUBA CONNÉCT、リアル / オンラインとも、

これから一緒につくっていけることを楽しみにしています。皆さんのお越しをお待ち

しています。

“Connecting Innovators Make Things Happen”
オンラインネットワーキングへの挑戦
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この環境下でのオンラインだからこそ共感、共有できた繋がりをこれからも育ててい

きます。第 1・3 金曜日に開催される TSUKUBA CONNÉCT、リアル / オンラインとも、

これから一緒につくっていけることを楽しみにしています。皆さんのお越しをお待ち



※ VC=【ベンチャーキャピタル】
　 →ベンチャー企業に出資する投資会社

※サービスプロバイダ
　→起業支援業務を提供する機関

※事業会社
　→製品やサービスをつくって売っている会社



TSUKUBA CONNÉCT ア
ンバサダーとして、初回か
ら参加できたことはとても
貴重な経験だと感じていま
す！このイベントに出会え
たことも偶然で、アンバサ
ダーになったことも偶然
で。そこで出会えた人たち
とのつながりもまた奇跡
で。人生一期一会なんだ
なを実感しました！大学
では同じ分野の人たちと
出会い時間を共にします。
TSUKUBA CONNÉCT は
それとはまた違った時間の
過ごし方ができる場で、違
う価値観を尊重し、新たな
分野に触れることができま
す。この場、仲間に出会え
たことに感謝です。

HarukaHaruka

We are TSUKUBA CONNÉCT!

なんだか交わるはずのな
かったものと交わってし
まったなぁ。今はそんな気
分です。
今まで知らなかっただけ
で、イノベーションは確か
に起きていて、世界はどん
どん進んでいる ...。つく
ばや世界から集まった企業
や研究者の方々のピッチを
聞いて、それぞれの熱量を
目の当たりにして、毎回驚
きとワクワクの連続でし
た。普段は関わることのな
いような、たくさんの方々
との交流も新鮮で刺激的
で。身内びいきになってし
まうけど、スタッフのみん
なも本当にかっこよかっ
た。出会えてよかったです。
TSUKUBA CONNÉCT あ
りがとう！

Haru-donHaru-don
最初はパブリックビューイ
ングをする１参加者として
TSUKUBA と繋がっていま
した！そして折り返しの #8

『Startups & Researchers』
か ら 本 格 的 に join し て
現場の配信サポート、受
付をしたり、ネットワー
キングに出没することで
TSUKUBA CONNÉCT に
参加する様々な方の熱い想
いが胸を熱くしてくれまし
た！普段絡むことがない
人達と繋がれたことは一
生ものの財産になりまし
た！なによりも TSUKUBA 
CONNÉCT の 仲 間 に 出 会
えたことがなによりも財産
です！

UcchiUcchi
TSUKUBA CONNÉCT コ
ミュニティの特徴は、誰も
が立場や肩書きに関係なく
フラットに交流できること
です！私は学生ですが、ア
ンバサダーとしての活動を
通して多くの研究者さん
や、起業家の方々の考えに
触れることが出来ました。
自分自身がが見えている
世界は、思った以上に狭
い も の で す。TSUKUBA 
CONNÉCT へ の 参 加 は そ
の視野を何倍にも広げてく
れます。
つくばで繋がる、つくばと
繋がる。皆さんの参加をお
待ちしています

KeishiKeishi
なんだか面白そうなことし
てるなーと Facebook で見
かけて、思い切って入って
みました。こんなに間近で
研究者や夢に向かう企業の
方などの繋がりが生まれる
瞬間に立ち会えるのはすご
くおもしろいし、幸せです。
そしてイノベーションの
きっかけをつくる団体がイ
ノベーティブでないわけが
ない！参加するたびに、ス
タッフやアンバサダーの挑
戦する貪欲さや姿勢に驚か
されます。
いろんなバックグラウン
ドをもつスタッフで作り
上げる空間は興味深いし、
ひとりじゃなくていろん
な人が関わるからこそ出
来る面白さが、TSUKUBA 
CONNÉCT に 詰 ま っ て る
と思います。これからもお
世話になります！

NatsumiNatsumi



茨 城 県・つくば 市 で イノ
ベーションを起こすって何
だろう。そんなことを思い
ながら、宇宙ベンチャーに
ヘルステック、研究所発ベ
ンチャーや筑波大発ベン
チャーなどなど。
TSUKUBA CONNÉCT で、
イノベーションを促進する
ための学びの機会を楽しみ
ました。そして、これまで
関わってきたコミュニティ
との接続も実現し、まさに
繋がりの機会との組み合わ
せを見ることができました。
茨 城 県・つくば 市 から共
に 世 界 を 変 え る た め に。
Connecting innovators to 
make things happen を実現
するために。これからもよ
ろしくお願いします！

KoizumiKoizumi
私がTSUKUBA CONNÉCT
に飛び込んだこと。これ
は、私の人生の選択にお
いて非常に実りのあるも
の と な り ま し た。 こ の
innovative な community
を共に作り上げてきた仲
間、参加してくださる方々
と繋がることができ、人
生の豊かさ、挑戦できる
幅が広がりました。この
community、 そ し て 出 会
えた方々をこれからも大
切にし、さらなる高みへ
と挑戦し続けます。

ArinaArina
つい先日から、流されに流
されアンバサダーになりまし
た。みなみです。
できるだけいろんな人と出
会いたいなあという気持ち
で大学に入ったものの、自
分とは全く違う世界を生き
る人と繋がることは思ったよ
りも難しく、「別々のコミュ
ニティ同士が繋がる場所が
あればいいのに」なんてずっ
と思っていたのですが、あ
りました。もっと早くから知
りたかったよなんて思った
ので、今知った皆さん、飛
び込むが勝ちですよ。
最近学んだことは、大人の
食事には軽いノリでついて
行ってはいけないことです。
とはいえ、流されたことで出
会えた場所なので、今後も
行きます。

MinamiMinami
筑波大学情報科学類２年の
今 村 翔太です。TSUKUBA 
CONNÉCT では、アンバサ
ダーとして、ピッチをされて
いる方に学生目線での質問
をさせていただいたり、会
場設営のサポートなどをさ
せていただいたりしていまし
た。各界で活躍する人たち
の話をお聴きし、自分もこ
ういうことをやっていると言
えるようになりたいなと思っ
たのもあり、現在はコロナ
禍で交流の機会を失った学
生の交流機会を創出する予
定マッチングアプリ Weego( 
https://weego.fun ) を開発
運営しています。まだまだ
これからだけど、いつかス
ピーカーとして TSUKUBA 
CONNÉCT にも出れるよう
に頑張っていきたいなぁ笑

ImamuImamu
アンバサダーとして、また
登壇者としても関わらせて
いただき、素敵な出会いが
ありました。ある回の登壇
者のお話で、「やっている
分野が遠ければ遠いほど大
きなイノベーションが起
こる」という言葉が印象
に残っています。私は普
段、ほとんど研究者や院
生としか関わることがあ
りません。しかし、この
TSUKUBA CONNÉCT で、
ベンチャー企業で働く方、
学校の先生など、多彩な
バックグラウンドの方と出
会うことができ、新たなア
イディアが生まれました。
このような出会いを、参加
者の皆様にもお届けする一
助となれれば幸いです。

YumilcYumilc




