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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 TeamMeet 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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2021年度最初のTSUKUBA CONNÉCTは、"医療イノベーション” ！
Session1, 2 では、医療系スタートアップの育成やオープンイ
ノベーション、事業推進に取り組む産官学の活動を紹介し、
地域社会で共に創る医療イノベーション・エコシステムの姿
についてディスカッションしました。また、その取り組みから
生まれた、最先端技術を用いた起業シーズのピッチも行いま
した。医療と聞くと「国が管理するもの」と思われがちですが、
実は非常にビジネスも発達してきている領域です。新しい領
域に果敢に挑戦する姿、医療を変えたいという熱い想いが伝
わるセッションでした。Session3では、アントレプレナーシッ
プを持ち活動する次世代にスポットライトをあて、夢に向かい
奮闘する若者 4 人のトークを行いました。大人に近づく曖昧
な時期だからこそ諦めてしまいがちな夢。そんな大きな夢と
の向き合い方と歩き方について語り合い、夢を持つ全ての人
に勇気を与える時間となりました！

TSUKUBA CONNÉCT 2021  Get Started!TSUKUBA CONNÉCT 2021  Get Started! 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

今泉 達夫 茨城県 技術革新課 課長茨城県 技術革新課 課長

夢を歩く若者たち夢を歩く若者たち
川本 達郎川本 達郎

前島 吉亮 つくば市 スタートアップ推進室 室長つくば市 スタートアップ推進室 室長

物理学系研究者 / 2014卒物理学系研究者 / 2014卒
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

小糸 りな 小糸 りな 女優 / 2021 卒女優 / 2021 卒
大西 優志大西 優志 Webマーケティングコンサルタント/ 2018 卒Webマーケティングコンサルタント/ 2018 卒
福田 健人 福田 健人 映像制作/ 2018 卒映像制作/ 2018 卒

岩尾 奈津実岩尾 奈津実
TSUKUBA CONNÉCT アンバサダーTSUKUBA CONNÉCT アンバサダー

モデレーター：モデレーター：

開発者と共に創る 医療イノベーション 開発者と共に創る 医療イノベーション 
エコシステム構築の取り組みエコシステム構築の取り組み 主催：Research	Studio	/	Venture	Café	Tokyo主催：Research	Studio	/	Venture	Café	Tokyo

町野 毅町野 毅 筑波大学医学医療系講師筑波大学医学医療系講師
つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター 副センター長つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター 副センター長

新堂 信昭新堂 信昭 アステラス製薬株式会社 研究本部 イノベーションマネジメント部 アステラス製薬株式会社 研究本部 イノベーションマネジメント部 
リサーチパートナリングオペレーショングループリーダーリサーチパートナリングオペレーショングループリーダー

山崎 由貴山崎 由貴 茨城県 技術革新課 企業支援監茨城県 技術革新課 企業支援監
前島 吉亮前島 吉亮 つくば市 スタートアップ推進室 室長つくば市 スタートアップ推進室 室長

●取り組み紹介 / クロストーク●取り組み紹介 / クロストーク

山本 泰豊山本 泰豊 Neurit、2021 年 9月より米国の大学に進学予定Neurit、2021 年 9月より米国の大学に進学予定

長谷川 良平長谷川 良平 Neurit、産業技術総合研究所Neurit、産業技術総合研究所

竹原 繭子竹原 繭子 Neurit、筑波大学大学院Neurit、筑波大学大学院

●Research Studio 2020 発 ビジネスシーズ紹介●Research Studio 2020 発 ビジネスシーズ紹介

小栁 智義小栁 智義 筑波大学医学医療系教授筑波大学医学医療系教授
つくば臨床医学研究開発機構 /T-CReDO TR 推進・教育センター長つくば臨床医学研究開発機構 /T-CReDO TR 推進・教育センター長

モデレーター：モデレーター：



初めての茨城大学での開催！先行きが不透明で、将来の予測
が困難な ”VUCA 時代”とも呼ばれる今、あらゆる人が起業家
精神＝アントレプレナーシップを持ちアクションを起こして行く
ことが重要だと言われています。#18では、地域に根ざした
大学、中小企業、キャリア形成などそれぞれの分野や立場で
アントレプレナーシップを発揮し、醸成させているゲストをお
招きしました！Session1 では「大学が目指すアントレプレナー
シップ」として、地域に根ざした国立大学として多くの活動を
展開している茨城大学のアントレプレナーシップ育成プログラ
ムについてご紹介いただき、参加した茨城大生の座談会も開
催しました。Session2は「家業にイノベーションを起こすアン
トレプレナーシップ 」。” 家業 ”を舞台にチャレンジを行い変
革を起こし続けている茨城県内のプレイヤー二人からお話を
伺いました。Session3は「キャリアに求められるアントレプレ
ナーシップ」と題して、学生から就職までの道、またその先
のキャリアについて、学生のアントレプレナーシップの醸成と
共に活動の現場に携わる方からお話ししていただきました。

大学が目指すアントレプレナーシップ大学が目指すアントレプレナーシップ
主催：茨城大学	社会連携センター	/	Venture	Café	Tokyo主催：茨城大学	社会連携センター	/	Venture	Café	Tokyo

夛田 雄介夛田 雄介
●学生座談会「アントレプレナーシップ教育プログラムへの期待」●学生座談会「アントレプレナーシップ教育プログラムへの期待」

家業にイノベーションを起こす家業にイノベーションを起こす
　　　　　アントレプレナーシップ　　　　　アントレプレナーシップ

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

キャリアに求められるキャリアに求められる
アントレプレナーシップアントレプレナーシップ

佐川 雄太佐川 雄太

川原 涼太郎 TSUKUBA CONNÉCT operation leadTSUKUBA CONNÉCT operation lead

小野瀬 征也 小野瀬自動車株式会社 代表取締役社長小野瀬自動車株式会社 代表取締役社長

加藤 喬大 明利酒類 執行役員 社長室長明利酒類 執行役員 社長室長

NPO法人 雇用人材協会NPO法人 雇用人材協会

モデレーター：モデレーター：
主催：茨城大学	社会連携センター	/	Venture	Café	Tokyo主催：茨城大学	社会連携センター	/	Venture	Café	Tokyo●アントレプレナーシップ教育プログラム紹介●アントレプレナーシップ教育プログラム紹介

中村 麻子中村 麻子 茨城大学理工学研究科・理学野・教授  茨城大学理工学研究科・理学野・教授  
学長特別補佐（社会連携担当）学長特別補佐（社会連携担当）
社会連携センター長 
株式会社Dinow 取締役 CTO

堀下 恭平堀下 恭平
株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長
モデレーター：モデレーター：

菅原 広豊 Hitachifrogs Organizer

武田 直樹武田 直樹
茨城大学社会連携センター講師
（アントレプレナーシップ
　　　　　教育プログラム担当）
 旅キャリ主宰

モデレーター：
株式会社Dinow 取締役 CTO株式会社Dinow 取締役 CTO

茨城大学社会連携センター講師茨城大学社会連携センター講師茨城大学社会連携センター講師茨城大学社会連携センター講師
（アントレプレナーシップ（アントレプレナーシップ
　　　　　教育プログラム担当）
 旅キャリ主宰 旅キャリ主宰

モデレーター：モデレーター：モデレーター：

茨城大学工学部・機械システム工学科 4年茨城大学工学部・機械システム工学科 4年
塙 拓斗塙 拓斗 茨城大学理学部 4年茨城大学理学部 4年



筑波大学と早稲田大学のアントレプレナー教育についてお
届けしました！世代の起業家育成やディープテックのスピー
ディーな商業化の発源地として期待される、大学・研究機関
のアントレプレナー教育。国内の大学発ベンチャーは 2,500
社を超え、上場した大学発ベンチャーの時価総額合計は 1 兆
8 千億円までに成長しています。この急成長の源となる大学
での教育や支援環境づくりなどの取り組みを、実際に学生や
研究者と日々対面する早稲田大学と筑波大学の教員から紹介
いただきました。また、そこから誕生した起業家のピッチと、
彼ら彼女らを取り巻く環境の今とこれからを語っていただきまし
た。さらに、インキュベイトファンドが起業家をサポートする上
で得られた知見やノウハウを凝縮してお伝えする「資金調達
勉強会」入門編も学生や研究者向けに開催！独立系シードVC
からの資金調達についてリアルに語っていただきました。全て
のシード起業家、起業を目指す未来のアントレプレナー必見
の貴重な機会となりました。

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

五十嵐 浩也 五十嵐 浩也 筑波大学 特命教授筑波大学 特命教授
Incubate School - VC 資金調達編Incubate School - VC 資金調達編

青野 佑樹 青野 佑樹 IncubateFundIncubateFund

●筑波大学 取り組み紹介●筑波大学 取り組み紹介

樋口 翔太樋口 翔太 株式会社Closer 代表取締役株式会社Closer 代表取締役
●●筑波大学 EDGE発アントレプレナーによるピッチ筑波大学 EDGE発アントレプレナーによるピッチ

冨平 準喜 CommentScreen 株式会社 代表取締役CommentScreen 株式会社 代表取締役

朝日 透 早稲田大学理工学術院教授早稲田大学理工学術院教授

●早稲田大学 SKYWORD EDGE●早稲田大学 SKYWORD EDGE
　　　　　　　　および T-UNITE での取り組み

島岡 未来子早稲田大学政治経済学術院教授 早稲田大学政治経済学術院教授 
神奈川県立保健福祉大学教授

丸山 佑丞丸山 佑丞 CEAGLYS株式会社 共同創業者 CSOCEAGLYS株式会社 共同創業者 CSO
●●早稲田大学発アントレプレナーによるピッチ早稲田大学発アントレプレナーによるピッチ

栄田 源栄田 源 株式会社Genics 創業者 CEO株式会社Genics 創業者 CEO
岡田 美優岡田 美優

世界を変える起業家をつくる世界を変える起業家をつくる
　　　　　　早稲田大学・筑波大学それぞれの挑戦　　　　　　早稲田大学・筑波大学それぞれの挑戦

 Knockü 代表 Knockü 代表

主催：Venture	Café	Tokyo/	IncubateFund主催：Venture	Café	Tokyo/	IncubateFund

冨平 準喜

朝日 透朝日 透
島岡 未来子島岡 未来子島岡 未来子



今急成長を遂げているFemtech、Medtech業界をピックアッ
プしてお届けしました！初めての完全オンライン開催でした
が、質問やコメントが飛び交い大盛況！Session1 は、女性
が抱える健康課題をテクノロジーで解決するビジネスの在り
方をお話しいただきました。Session2 ではスーパーカスミの
『わたしの企画を応援します！』事業についてご紹介いただき
ました。Session3, 4 は、筑波大学が慶應義塾大学、京都
大学、大阪大学、岡山大学、九州大学と共同主催する医療
分野のアクセラレーションプログラム Research Studioとの
連携でお送りしました！大学病院発のMedtech ベンチャーズ
のビジネスピッチとクロストークを行い、医療と技術で社会を
変えるイノベーター達が集い、繋がる回となりました。さら
に今回は新しい Networking ツールとして Gather.townを
導入！ゲームの中に入り込んだような世界観で、ドット絵のア
バターを作って、セッションを聞いたり、参加者や登壇者の
方々とお話したり、自由な時間を過ごしました。

あなたの知らないあなたの知らない
femtech の世界femtech の世界

杉本 亜美奈
fermata 株式会社　CEO兼代表取締役fermata 株式会社　CEO兼代表取締役

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

Medtech クロストークMedtech クロストーク

野上 健一野上 健一

田上 修田上 修
株式会社カスミ
筑波大学事業開発推進室ファンドレイザー

森 陽愛子 筑波大学医学群医学類 6年筑波大学医学群医学類 6年

株式会社メトセラ 代表取締役 Co-Founder, Co-CEO株式会社メトセラ 代表取締役 Co-Founder, Co-CEO
主催：Research	Studio	/	Venture	Café	Tokyo主催：Research	Studio	/	Venture	Café	Tokyo

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

小竹 和樹小竹 和樹 株式会社ミルイオン 代表取締役株式会社ミルイオン 代表取締役
江口 洋丞江口 洋丞 Qolo 株式会社 Director, Co-FounderQolo 株式会社 Director, Co-Founder
中島 大輔中島 大輔 株式会社グレースイメージング 代表取締役CEO株式会社グレースイメージング 代表取締役CEO

町野 毅町野 毅
筑波大学医学医療系講師筑波大学医学医療系講師
つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター 副センター長つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター 副センター長

モデレーター：モデレーター：

Research Studio  Medtech ビジネスピッチResearch Studio  Medtech ビジネスピッチ

野上 健一野上 健一 株式会社メトセラ 代表取締役 Co-Founder, Co-CEO株式会社メトセラ 代表取締役 Co-Founder, Co-CEO

主催：Research	Studio	/	Venture	Café	Tokyo主催：Research	Studio	/	Venture	Café	Tokyo

小竹 和樹小竹 和樹 株式会社ミルイオン 代表取締役株式会社ミルイオン 代表取締役
江口 洋丞 江口 洋丞 Qolo株式会社 Director, Co-FounderQolo株式会社 Director, Co-Founder

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

中島 大輔 中島 大輔 株式会社グレースイメージング 代表取締役CEO株式会社グレースイメージング 代表取締役CEO

町野 毅町野 毅
筑波大学医学医療系講師筑波大学医学医療系講師
つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター 副センター長つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター 副センター長

地域企業が育てる学生のチャレンジ地域企業が育てる学生のチャレンジ



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                  

今回は茨城県結城市へ！蔵を改装したサウナ「KURA SAUNA」
の前から、結城市が10数年間続けてきた、市や商工会議所、
地元経営者らの官民連携による事業者支援に焦点を当てて
お届けしました！Session1 では、人と街を結ぶクリエイティ
ブチーム「結いプロジェクト」を中心に結城の潮流について
お話いただきました。Session2 では、他市他県で事業を行っ
ているにもかかわらず、結城に魅せられて結城にも出店した
3 人の当事者が結城の魅力、特に事業を行う上での人的ネッ
トワークの魅力について、パネルディスカッションを実施。
Session3 では、東京の大企業が地域振興や産業活性化の
ためにプロジェクトとして関わっている視点から、実際に結
城に対してどう感じているかパネルディスカッションを行いま
した。Session4では、アアルト大学発アクセラプログラム“ス
タートアップサウナ “ に擬え、これからの結城×スタートアッ
プ誕生に向けて考える時間となりました。今後も、高いポテ
ンシャルを持ち人の温かさに触れられる結城を中心とした県
西エリアから目が離せません！

LOCAL CONNÉCT 結城のまちづくりLOCAL CONNÉCT 結城のまちづくり
主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo

野口 純一野口 純一 結城商工会議所結城商工会議所

主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo

下門 剛 Shangri-LaShangri-La
伊澤 敦彦 FARM'SFARM'S
生沼 由香里生沼 由香里 Afl ourbase105Afl ourbase105

外からの官民連携による事業者支援外からの官民連携による事業者支援
主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo	主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo	

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株式会社 社会貢献ユニット
ネット募金・ボランティアサービスマネージャーネット募金・ボランティアサービスマネージャー

増田 亜斗夢 株式会社リビタ株式会社リビタ

福井 恵一福井 恵一 結城市役所結城市役所

スタートアップサウナの系譜スタートアップサウナの系譜

森 清隆森 清隆 KURA SAUNAKURA SAUNA
早川 修平早川 修平 KURA SAUNAKURA SAUNA

飯野 勝智飯野 勝智 NIDO一級建築士事務所NIDO一級建築士事務所
森 清隆森 清隆 KURA SAUNAKURA SAUNA
早川 修平早川 修平 KURA SAUNAKURA SAUNA

堀下 恭平堀下 恭平
Tsukuba Place Lab, up TsukubaTsukuba Place Lab, up Tsukuba
モデレーター：モデレーター：

野口 純一野口 純一 結城商工会議所結城商工会議所モデレーター：モデレーター：

野口 純一野口 純一 結城商工会議所結城商工会議所モデレーター：モデレーター：

粟生 万琴粟生 万琴
AOU no MORIAOU no MORI
NAGOYA CONNÉCT program managerNAGOYA CONNÉCT program manager

モデレーター：モデレーター：

主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo主催：KURA	SAUNA	/	yuinowa	/	Venture	Café	Tokyo

結城の求心力 チャレンジする事業者たち結城の求心力 チャレンジする事業者たち



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                  

「産官学金の対話から創る スタートアップエコシステム」とい
うテーマでお届けしました！Session1 では、茨城県・つくば
市の「茨城テックプランター」と「つくば society5.0 社会
実装トライアル支援事業」の紹介と、自治体がスタートアッ
プ育成を行うことの効果、立ち上げ当初から4 ～ 5 年を経
た変化などこれまでの経験、今後の展望をお聞きしました。
また、プログラム出身のスタートアップ企業 4 社によるピッ
チも実施。Session2 は、銀行などの金融機関とスタートアッ
プのつながりについて。スタートアップエコシステムの中で
お金をどう流すのか、活かすのか。それぞれ茨城・つくば
で長くスタートアップ支援や地域活性に取り組んできた金融・
事業開発の専門家が、スタートアップや自治体職員と共に、
スタートアップとお金、ベンチャー投資と地域エコシステム
について語り合いました！産官学金という全く異なった側面を
もつ機関同士が結び付くことで大きなイノベーションを起こす
ことができる、ということを再確認できた時間でした。

行政×スタートアップで育てあう起業文化行政×スタートアップで育てあう起業文化

山崎 由貴茨城県技術革新課 企業支援監茨城県技術革新課 企業支援監

金融機関と考える、地域スタートアップエコシステム金融機関と考える、地域スタートアップエコシステム
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo●茨城県・つくば市プログラム紹介●茨城県・つくば市プログラム紹介

茨城テックプランター

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

高橋 豊 つくば市科学技術振興課 課長補佐つくば市科学技術振興課 課長補佐
つくば society5.0 社会実装トライアル支援事業

内藤 昌信内藤 昌信国立研究開発法人物質・材料研究機構国立研究開発法人物質・材料研究機構
●プログラム出身スタートアップピッチ●プログラム出身スタートアップピッチ

長縄 弘親長縄 弘親国立研究開発法人日本原子力研究開発機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
株式会社エマルションフローテクノロジーズ 取締役兼CTO株式会社エマルションフローテクノロジーズ 取締役兼CTO

多賀 世納多賀 世納株式会社リーバー株式会社リーバー
平良 侑希平良 侑希 Ambii 株式会社 共同創業者・CEOAmbii 株式会社 共同創業者・CEO

●クロストーク●クロストーク

渡辺 一洋渡辺 一洋筑波銀行 常務執行役員 営業副本部長筑波銀行 常務執行役員 営業副本部長
筑波総研コーポレート アドバイザー筑波総研コーポレート アドバイザー

●各機関の取組み●各機関の取組み

中川 磨中川 磨 常陽キャピタルパートナーズ ファンド事業部 次長常陽キャピタルパートナーズ ファンド事業部 次長
尾崎 典明尾崎 典明 TXアントレプレナーパートナーズ 副代表理事TXアントレプレナーパートナーズ 副代表理事

K-NIC スーパーバイザー / 筑波大学 国際産学連携本部 産学連携教授K-NIC スーパーバイザー / 筑波大学 国際産学連携本部 産学連携教授
S-factory 代表S-factory 代表

渡辺 一洋渡辺 一洋
●クロストーク Part I　スタートアップと資金調達●クロストーク Part I　スタートアップと資金調達

中川 磨中川 磨 尾崎 典明尾崎 典明
内藤 昌信内藤 昌信 長縄 弘親長縄 弘親 多賀 世納多賀 世納 平良 侑希平良 侑希
●クロストーク PartⅡ　●クロストーク PartⅡ　ベンチャー投資と地域エコシステムベンチャー投資と地域エコシステム

渡辺 一洋渡辺 一洋 中川 磨中川 磨 尾崎 典明尾崎 典明
前島 吉亮前島 吉亮
今泉 達夫今泉 達夫

つくば市スタートアップ推進室 室長つくば市スタートアップ推進室 室長
茨城県技術革新課 課長茨城県技術革新課 課長

堀下恭平堀下恭平 Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT 
株式会社しびっくぱわー 代表取締役株式会社しびっくぱわー 代表取締役

モデレーター：モデレーター：

跡部悠未跡部悠未 Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT 
産業技術総合研究所産業技術総合研究所

モデレーター：モデレーター：

山崎 由貴山崎 由貴 川名 祥史川名 祥史高橋 豊高橋 豊
内藤 昌信内藤 昌信 長縄 弘親長縄 弘親 多賀 世納多賀 世納 平良 侑希平良 侑希 Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT 



Session1 では、TSUKUBA CONNÉCTとつくばコンソが連携
し、その取り組みについてご紹介しました！世界と比較すると、
まだまだスタートアップ企業が生まれにくい日本。日本のベ
ンチャー創出を加速するために、支援だけではなく、コンソー
シアムなどで情報交換やノウハウの共有をしていくことが求め
られています。Session2 ではアフリカのスタートアップ事情
とそのビジネスに関わることになった 30 代の 2 人の話を伺
いました。アフリカ＝途上国・飢餓というイメージを持ってい
ませんか？現在アフリカの技術革新は一気に進んでおり、数
十年後には先進国に追いつくと言われています。アフリカの
スタートアップについて、今後もウォッチしたくなるセッショ
ンでした！Session3 では、国内外のスタートアップの CXO
人材雇用の潮流や、つくばの課題についてのトークセッショ
ンを行いました。経産省のスタートアップ向け経営人材支援
事業の総合アドバイザリーを務める for startups 泉さんに、
シード・アーリーステージのスタートアップと人材採用市場
の繋がりについてお話ししていただきました。

Ibaraki/ Tsukuba Startup Hour #1 Get Started!Ibaraki/ Tsukuba Startup Hour #1 Get Started!
主催：つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム	/	Venture	Café	Tokyo主催：つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム	/	Venture	Café	Tokyo スタートアップ ( シード - アーリーステージ ) ×人材採用市場スタートアップ ( シード - アーリーステージ ) ×人材採用市場

押さえるべき３つのポイント ( 基本編 )押さえるべき３つのポイント ( 基本編 )
主催：for	Startups	/	Venture	Café	Tokyo主催：for	Startups	/	Venture	Café	Tokyo泉 友詞泉 友詞 

フォースタートアップス株式会社 Public Affairs 戦略室 室長フォースタートアップス株式会社 Public Affairs 戦略室 室長

屋代 知行 つくば市 スタートアップ推進室 係長つくば市 スタートアップ推進室 係長
山崎 由貴 茨城県技術革新課 企業支援監茨城県技術革新課 企業支援監
田中 健太郎 東京都 政策企画局戦略事業部戦略事業課 課長東京都 政策企画局戦略事業部戦略事業課 課長
名倉 勝 CIC Tokyo ディレクターCIC Tokyo ディレクター

そろそろアフリカのイメージ【飢餓】なの辞めませんか？そろそろアフリカのイメージ【飢餓】なの辞めませんか？
～日本よりも盛り上がるスタートアップ環境～～日本よりも盛り上がるスタートアップ環境～

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo多賀 世納 株式会社リーバー株式会社リーバー
原 健太
株式会社アフリカスキャン ゼネラルマネージャー株式会社アフリカスキャン ゼネラルマネージャー
株式会社ソニックアーク 代表取締役社長CEO株式会社ソニックアーク 代表取締役社長CEO

●クロストーク●クロストーク

石塚 万理石塚 万理 
泉 友詞泉 友詞 

つくば研究支援センター ベンチャー支援部 部長つくば研究支援センター ベンチャー支援部 部長

跡部 悠未跡部 悠未 Venture	Café	TokyoVenture	Café	Tokyo
産業技術総合研究所 スタートアップコーディネータ産業技術総合研究所 スタートアップコーディネータ



TSUKUBA CONNÉCT 1 周 年！今 回 の テーマ "MaaS" は、
"Mobility as a Service" の略称で、ICTを活用して交通をク
ラウド化しシームレスにつなぐ新たな『移動』の概念です。
Session1 では、 今や世界のどの企業でも必須となりつつ
あるサステナビリティ、SDGs について、これらを強く意識し
ている企業をお招きし、ピッチとクロストークを行いました。
Session2 は、ドローンを制作する会社やオンライン完結型
のレンタカーサービスを展開する会社によるピッチを行いま
した！Session3 では、 つくば市内の「ほしまるカフェ」で
実際に稼働している配膳・下げ膳ロボットを例に、それを
作っている人、カフェを運営している人、カフェで働いてい
る人の 3 者による対談・ピッチを行いました。Session4 で
は、歩行と自転車の間の新しい交通デバイスである電動キッ
クボードにフォーカス。「移動を楽しく」というコンセプトの 
KINTONE が広げる可能性をお聞きしました！

Ibaraki / Tsukuba Startup Hour #2 Ibaraki / Tsukuba Startup Hour #2 
スタートアップはどう ESG に向き合っていくのか？スタートアップはどう ESG に向き合っていくのか？

MaaS 企業ピッチMaaS 企業ピッチ

中村 拓哉 ナイル株式会社ナイル株式会社
霜村 瞭 株式会社 revot 代表取締役株式会社 revot 代表取締役

科学を身近に感じるまちつくばへ。科学を身近に感じるまちつくばへ。
ロボットカフェ OPEN ！ロボットカフェ OPEN ！
主催：つくばまちなかデザイン株式会社	/	Venture	Café	Tokyo	主催：つくばまちなかデザイン株式会社	/	Venture	Café	Tokyo	

小林 遼平 つくばまちなかデザイン株式会社つくばまちなかデザイン株式会社
大井 健司大井 健司 つくばエキスポセンター「ほしまるカフェ」つくばエキスポセンター「ほしまるカフェ」
郡山 威武輝郡山 威武輝  IRIS Robotics 株式会社 Food DX事業統括部 営業部 関東営業課 IRIS Robotics 株式会社 Food DX事業統括部 営業部 関東営業課

主催：つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム	/	Venture	Café	Tokyo主催：つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム	/	Venture	Café	Tokyo

松田 信之松田 信之 株式会社デジタルガレージ Open Network Lab 推進部長株式会社デジタルガレージ Open Network Lab 推進部長
株式会社DGインキュベーション Managing Director株式会社DGインキュベーション Managing Director
株式会社D2Garage 取締役株式会社D2Garage 取締役

西ヶ谷 有輝西ヶ谷 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
髙岡 昂太髙岡 昂太 株式会社AiCAN 取締役（CTO）株式会社AiCAN 取締役（CTO）
永見 武司 永見 武司 テクノハイウェイ株式会社 代表取締役社長テクノハイウェイ株式会社 代表取締役社長

●クロストーク●クロストーク

佐藤 賀一佐藤 賀一 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 連携企画部 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部 連携企画部 
大型連携室 連携主幹（LCA活用推進コンソーシアム事務局兼任）大型連携室 連携主幹（LCA活用推進コンソーシアム事務局兼任）

松田 信之松田 信之 西ヶ谷 有輝西ヶ谷 有輝 髙岡 昂太髙岡 昂太
永見 武司 永見 武司 佐藤 賀一佐藤 賀一

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

電動キックボード KINTONE電動キックボード KINTONE

舩原 徹雄 舩原 徹雄 株式会社KINTONE 代表取締役株式会社KINTONE 代表取締役

谷 俊介谷 俊介 株式会社 Earth Ship 代表取締役株式会社 Earth Ship 代表取締役

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

堀下恭平堀下恭平 TSUKUBA CONNÉCT  Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT  Operation Manager

堀下恭平堀下恭平 TSUKUBA CONNÉCT  Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT  Operation Manager



2021 年 8 月、TSUKUBA CONNÉCT は 1 周年を迎えました。
多くの起業家や投資家はもちろん研究者や支援機関、大学
や国や県市の自治体職員、大学生や高校生、中学生など垣
根を大きく超えた、たくさんの方にご登壇ご参加いただきまし
た。スタート当初からずっと、本当は現地現場でのネットワー
キングこそ実施したかったこと。だからこそ、Zoom セミナー
だけではなくRemo やテイラーワークス、Gather など常に
新しいオンラインの可能性にも挑戦し、実際にたくさんの出
会いやきっかけ、多くの happen が生まれてきました。そし
て今、改めて “TSUKUBA CONNÉCT” をどう使っていただけ
れば最大価値を発揮できるのか問い直すとともに、問い直し
こそをみんなでやりたいと考えました。

Ibaraki /Tsukuba Startup HourIbaraki /Tsukuba Startup Hour
《Community Talk ver.1 起業家》《Community Talk ver.1 起業家》

常間地 悟 株式会社ワープスペース CEO株式会社ワープスペース CEO
堀下 恭平 TSUKUBA CONNÉCT Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT Operation Manager

Ibaraki /Tsukuba Startup HourIbaraki /Tsukuba Startup Hour
《Community Talk ver.2 投資家 / 支援機関》《Community Talk ver.2 投資家 / 支援機関》

石塚 万里 つくば研究支援センター ベンチャー支援部 部長つくば研究支援センター ベンチャー支援部 部長
跡部 悠未 TSUKUBA CONNÉCT Program ManagerTSUKUBA CONNÉCT Program Manager

Ibaraki /Tsukuba Startup HourIbaraki /Tsukuba Startup Hour
《Community Talk ver.3 起業家》《Community Talk ver.3 起業家》

中村 則雄 株式会社ミライセンス ファウンダ̶・CTO 株式会社ミライセンス ファウンダ̶・CTO 
 博士（工学）/ 産総研主任研究員 博士（工学）/ 産総研主任研究員

跡部 悠未 TSUKUBA CONNÉCT Program ManagerTSUKUBA CONNÉCT Program Manager
堀下 恭平 TSUKUBA CONNÉCT Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT Operation Manager

Ibaraki /Tsukuba Startup HourIbaraki /Tsukuba Startup Hour
《Community Talk ver.4 大学機関》《Community Talk ver.4 大学機関》

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
跡部 悠未 TSUKUBA CONNÉCT Program ManagerTSUKUBA CONNÉCT Program Manager
堀下 恭平 TSUKUBA CONNÉCT Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT Operation Manager

8/208/20

8/208/20

9/39/3

9/39/3



今回から新たにスタートした ｢PITCH ARENA｣。起業家と投
資家やアクセラレーターを繋ぎ、フィードバックを得ることで、
次のステップへ挑戦できる機会を作ることを目指しています。
つくばや茨城県域の起業家や、起業を考えている方々にピッ
チをしていただき、投資家やアクセラレーターの方々から
フィードバックをいただく様を、リアルタイムでお届けしました。
この PITCH ARENAを通して新たな CONNÉCT が生まれるこ
とを期待しています！Session1 では研究者としてのキャリア
を活かし、ベンチャーを起業することについてお話いただき
ました。「経営者は孤独だ」と仰っていましたが、そんな孤
独の中でもやり抜くバイタリティや熱意を感じることが出来る
セッションでした！Session3 では、障がいのある人がごきげ
んに暮らせる社会をつくることをミッションとしている、ごきげ
んファームについてお話していただきました。支援する・支
援されるという上下関係ではなく、地域のために一緒に良い
事業をやりたい同じ仲間という考え方などをお聞きしました。

研究者が起業するということ研究者が起業するということ

PITCH ARENA vol.1PITCH ARENA vol.1

ソーシャルアントレプレナーソーシャルアントレプレナー
農福連携に挑む起業家農福連携に挑む起業家 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

伊藤 文弥
ごきげんファーム 代表理事ごきげんファーム 代表理事

藤森 直治 株式会社イーディーピー 代表取締役社長株式会社イーディーピー 代表取締役社長

荒賀 愼平 合同会社 gibierco 代表社員合同会社 gibierco 代表社員

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

菊池 優 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
跡部悠未跡部悠未 Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT 

産業技術総合研究所産業技術総合研究所
モデレーター：モデレーター：

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

伊東 慶祐 株式会社ジオ活 代表取締役CEO株式会社ジオ活 代表取締役CEO
小路 真矢 Tavern 株式会社 代表取締役CEOTavern 株式会社 代表取締役CEO

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

大柴 貴紀大柴 貴紀 イーストベンチャーズ株式会社イーストベンチャーズ株式会社
神谷 遼多神谷 遼多 インキュベイトファンド株式会社インキュベイトファンド株式会社

コメンテーターコメンテーター

堀下恭平堀下恭平
TSUKUBA CONNÉCT Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT Operation Manager
モデレーター：モデレーター：



Session1では「成功するピッチの極意」をお届け。ピッチと
は、短時間で分かりやすい提案をするプレゼンテーション。
TSUKUBA CONNÉCTでも前回からPITCH ARENA がはじまりま
した。相手の立場をどれだけ想像し、どうしたら理解してもらえ
るか？どういう問いが来ることが考えられるか？をイメージしながら
構造を組んでいく。コミュニケーションの本質を考えさせられ
るセッションでした！Session2 の「PITCH ARENA vol.2」では
E-commerce や医療系スタートアップの企業 3社がピッチを行
いました。数々のフィードバックを元に、ブラッシュアップされてい
くつくば・茨城県域のビジネスに今後も注目です！Session3では
一見相反するように感じる、アートとロボティクスの接点について
伺いました。「アートとは、機械がコピーできないものを作り、世
界にどうかかわりたいのかを問う手段である」「ロボットは自己犠牲
はできないけれど、自分や他人に優しくしたり、問いかけることは
できる」。アートを用いたロボットが、人間にどのように介入できる
のかを語っていただきました！

成功するピッチの極意成功するピッチの極意

小村 隆祐
 Venture Café Tokyo Director Venture Café Tokyo Director

PITCH ARENA vol.2PITCH ARENA vol.2 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

アートとロボティクスを元にした起業アートとロボティクスを元にした起業
力石 武信力石 武信
令和工藝LLC CEO･Founder 令和工藝LLC CEO･Founder 
東京藝術大学 特任講師東京藝術大学 特任講師
鈴木 和泉鈴木 和泉
科学技術振興機構 (JST) 研究開発戦略センター フェロー科学技術振興機構 (JST) 研究開発戦略センター フェロー

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

田野 徹田野 徹 株式会社 Select 代表取締役 / 筑波大学体育専門学群 3年株式会社 Select 代表取締役 / 筑波大学体育専門学群 3年
小川 良磨 小川 良磨 チーム TOMOCLOUD 代表チーム TOMOCLOUD 代表
平良 侑希 平良 侑希 Ambii 株式会社 共同創業者・CEOAmbii 株式会社 共同創業者・CEO

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

大坂 吉伸大坂 吉伸 株式会社リバネス 戦略開発事業部 部長株式会社リバネス 戦略開発事業部 部長
株式会社グローカリンク 代表取締役社長株式会社グローカリンク 代表取締役社長
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

林田 英樹林田 英樹 東京農工大学大学院工学府産業技術専攻 教授東京農工大学大学院工学府産業技術専攻 教授

コメンテーターコメンテーター

小村 隆祐小村 隆祐 Venture Café Tokyo DirectorVenture Café Tokyo Director

跡部 悠未跡部 悠未
TSUKUBA CONNÉCT Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT Operation Manager
モデレーター：モデレーター：



#27 は宇宙×ビジネスについて様々な観点からお送りしまし
た。Session1 は、つくばに拠点を置くJAXA に、宇宙の暮
らし・ヘルスケア分野の新規事業について伺いました。宇
宙の課題は地球の課題にもつながるため、地球と宇宙のデュ
アルユースな製品開発が進められています！Session2 で
は、茨城県が立ち上げた、全国初となる気運醸成から事業
展開まで切れ目なく取り組む「茨城宇宙ビジネス創造拠点プ
ロジェクト」を紹介。これにより、宇宙ベンチャーの創出・
誘致と県内企業の宇宙ビジネスへの新規参入を促進します！
Session3 は「PITCH ARENA vol.3」！宇宙ビジネスを行なう
3 社によるピッチを行いました。高い技術が必要とされ、ま
だまだブルーオーシャンな宇宙領域。今後の展開がますます
楽しみになるピッチでした！Session4 は「宇宙スタートアッ
プ最前線」。日本の宇宙ビジネスは研究者×経営者 ( シリア
ルアントレプレナー ) で運営しているベンチャーが多く、海
外の方からも人気なのだとか。そんな日本の宇宙ビジネスの
リアルをお聞きしました！

THINK SPACE LIFE THINK SPACE LIFE 
～宇宙生活の課題から新規事業・イノベーション創出を～～宇宙生活の課題から新規事業・イノベーション創出を～

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

茨城県宇宙関連施策と茨城県宇宙関連施策と
ベンチャー企業取組み紹介ベンチャー企業取組み紹介 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

中島 由美中島 由美 JAXA 新事業促進部JAXA新事業促進部
宇宙イノベーションパートナーシップ（J-SPARC）プロデューサー宇宙イノベーションパートナーシップ（J-SPARC）プロデューサー

佐野 智佐野 智 JAXA 有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット JAXA有人宇宙技術部門 宇宙飛行士運用技術ユニット 
宇宙飛行士健康管理グループ 主任研究開発員宇宙飛行士健康管理グループ 主任研究開発員

神永 葵神永 葵 茨城県科学技術振興課特区・宇宙プロジェクト推進室 主任茨城県科学技術振興課特区・宇宙プロジェクト推進室 主任

PITCH ARENA vol.3PITCH ARENA vol.3 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

田中 克明田中 克明 株式会社 amulapo 代表取締役CEO株式会社 amulapo 代表取締役CEO
小川 太郎 小川 太郎 株式会社光パスコミュニケーションズ 取締役COO株式会社光パスコミュニケーションズ 取締役COO
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

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

青木 英剛青木 英剛 グローバル・ブレイン株式会社 Directorグローバル・ブレイン株式会社 Director
衣笠 仁教衣笠 仁教  株式会社サムライインキュベート Senior Manager 株式会社サムライインキュベート Senior Manager

コメンテーターコメンテーター

日本発宇宙スタートアップ日本発宇宙スタートアップ
常間地 悟 常間地 悟 株式会社ワープスペース CEO株式会社ワープスペース CEO

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

櫻庭 康人櫻庭 康人 株式会社天地人 CEO / 創業者株式会社天地人 CEO / 創業者
青木 英剛青木 英剛モデレーター：モデレーター： グローバル・ブレイン株式会社 Directorグローバル・ブレイン株式会社 Director



今回は初めての現地開催！Session1 は「研究シーズのビジ
ネス化」を語るトークセッション。自分たちの研究成果を社
会のニーズに接続したい。大学側にも、そんな熱い想いを
応援する仕組みが備わりつつあります。日夜磨いた技術で大
きな変革を成し遂げようとする彼らの想いをお聞きしました。
Session2 は、茨城県が開始したベンチャー企業成長プログ
ラムを提供しているCIC Tokyoより、CIC 創業者兼 CEO で
あるティモシー・ロウ氏を迎え、ボストン・ケンブリッジのオー
プンイノベーションとスタートアップエコシステムについての
基調講演と、茨城・つくばのイノベーションコミュニティ・エ
コシステムのあり方、グローバルスタートアップの生み出し
方についてパネルディスカッションを行いました。Session3
は恒例となってきた「PITCH ARENA vol.4」。今回はライフ
サイエンス分野のベンチャー企業の成長を後押しする成長プ
ログラムの採択企業 5 社によるピッチと、コメンテーターか
らのフィードバックをリアルタイムでお届けしました。

東大 IPC × TSUKUBA CONNÉCT 東大 IPC × TSUKUBA CONNÉCT 
研究シーズのビジネス化  研究シーズのビジネス化  
大学発！ハードウェアベンチャー大学発！ハードウェアベンチャー

主催：東大 IPC	/	Venture	Café	Tokyo	主催：東大 IPC	/	Venture	Café	Tokyo	

市川 友貴市川 友貴 HarvestX株式会社 CEOHarvestX株式会社 CEO
吉岡 大地吉岡 大地 株式会社Yanekara 代表取締役 COO株式会社Yanekara 代表取締役 COO

小澤 彩織小澤 彩織モデレーター：モデレーター： 東大 IPC東大 IPC

パネルディスカッション：パネルディスカッション：
ライフサイエンスエコシステムトークライフサイエンスエコシステムトーク
主催：リサーチスタジオ	/	CIC	Tokyo	/	Venture	Café	Tokyo主催：リサーチスタジオ	/	CIC	Tokyo	/	Venture	Café	Tokyo

ティモシー ロウティモシー ロウ CIC 創業者兼CEOCIC 創業者兼CEO
黒田 垂歩黒田 垂歩 レオファーマ株式会社 LEO Sciene and Tech Hub シニアディレクターレオファーマ株式会社 LEO Sciene and Tech Hub シニアディレクター

小栁 智義小栁 智義 筑波大学医学医療系 教授筑波大学医学医療系 教授
つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター長 つくば臨床医学研究開発機構 TR推進・教育センター長 

加々美 綾乃加々美 綾乃 CIC TokyoCIC Tokyo

講演・パネル講演・パネル

PITCH ARENA vol.4PITCH ARENA vol.4 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

PLIMES 株式会社PLIMES 株式会社
株式会社アークメディスン 株式会社アークメディスン 
Qolo 株式会社Qolo 株式会社

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

大堀 誠大堀 誠 東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大 IPC）東京大学協創プラットフォーム開発株式会社（東大 IPC）
パートナー（ライフサイエンスCIO）パートナー（ライフサイエンスCIO）

武田 泉穂武田 泉穂  MVP 株式会社 代表取締役 CEO MVP 株式会社 代表取締役 CEO

コメンテーターコメンテーター

ときわバイオ株式会社ときわバイオ株式会社
Veneno Technologies 株式会社Veneno Technologies 株式会社

黒田 垂歩黒田 垂歩 レオファーマ株式会社 LEO Sciene and Tech Hubレオファーマ株式会社 LEO Sciene and Tech Hub
シニアディレクター



前回に引き続き、オンラインと現地のハイブリッドで開催！学生か
ら社会人まで、業種業態問わず多種多様な方々が現地に集まり
交流しました。Session1は「PITCH ARENA vol.5」をお送りしま
した。今回は、香りや嗅覚にフォーカスした新たな価値創造を行
う企業や、未利用熱の電力活用を通した持続的クリーン電源の
実現を目指す企業からのピッチを実施。これまでのプロダクトに
囚われずに挑戦することや海外進出を考えることなどについてコ
メンテーターからお話しいただきました。Session2は「ディープ
テック型スタートアップ CFOの仕事とは」。CFOとはどのような役
割を担っているのかというテーマに留まらず、そもそもディープテッ
クとは何かを定義として捉え直しながらもディープテック型スター
トアップの課題や論点を会場やオンラインの参加者を含めて考
える場となりました。Session3では、未来社会は考えるものでは
なく創るものだという考えから、自分事化してワクワクできる未来
像を作るための SF 作家のような思考「SF 思考」を取り上げました。
ビジネスだけでなく自分についても、予想できない自分に出会え
る思考法について語っていただきました。

ディープテック型スタートアップ CFO の仕事とはディープテック型スタートアップ CFO の仕事とは

SF 思考でビジネスと自分の未来を考えるSF 思考でビジネスと自分の未来を考える 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

宇賀 伸二宇賀 伸二 CYBERDYNE株式会社 取締役CFOCYBERDYNE株式会社 取締役CFO

PITCH ARENA vol.5PITCH ARENA vol.5 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

荘司 博行荘司 博行 株式会社 amulapo 代表取締役CEO株式会社 amulapo 代表取締役CEO
後藤 博史後藤 博史 株式会社GCEインスティチュート 代表取締役株式会社GCEインスティチュート 代表取締役

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

河合 将文河合 将文 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Partner株式会社ジェネシア・ベンチャーズ Partner
小田嶋 Alex 太輔 EDGEof Innovation CEOEDGEof Innovation CEO

コメンテーターコメンテーター

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

宮本 道人宮本 道人 科学文化作家 /応用文学者科学文化作家 /応用文学者
藤本 敦也藤本 敦也 三菱総合研究所 シニアプロデューサー三菱総合研究所 シニアプロデューサー

関根 秀真関根 秀真 三菱総合研究所 参与三菱総合研究所 参与
篠原 彬篠原 彬 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

小田嶋 Alex 太輔小田嶋 Alex 太輔小田嶋 Alex 太輔



#30 は、つくばスタートアップパーク、zoom、oViceの 3 か所
がつながり共に盛り上がった一夜でした！Session1 は、 授
乳服という切り口で長年文化づくりに取り組まれてきたモーハ
ウス 光畑氏と、子育ての呪縛をベビテックで解くべくあらゆ
る可能性を模索している Z 世代 冨樫氏による対談を行いま
した。育児の関係人口を増やすことの重要性、フェムテック
の中でもベビテック分野がまだまだ少ないことなどのお話を伺
い、現地では授乳服の展示も行いました！Session2の「PITCH 
ARENA vol.6」では意思決定をサポートするための会話形情
報探索システムや在宅介護者のケアモデルの創出を目指す
企業のピッチを行い、本質を問うフィードバックが飛び交いま
した。Session3 は、oVice 創業者のジョン氏とoVice を支
援するデービッド氏にご登壇いただき、oVice 上からお届け
しました。アバターを使い自由に動いて話しかけられるバー
チャル空間 oViceを実際に体験しながら、メタバースのこれ
からの可能性について考える時間となりました！

ソーシャルアントレプレナー「ベビテック」ソーシャルアントレプレナー「ベビテック」
主催：モーハウス /	Venture	Café	Tokyo主催：モーハウス /	Venture	Café	Tokyo

冨樫 真凜冨樫 真凜
光畑 由佳光畑 由佳モーハウス代表モーハウス代表
モデレーター：モデレーター：

PITCH ARENA vol.6PITCH ARENA vol.6 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

安藤 真之介安藤 真之介 筑波大学 知識獲得システム研究室筑波大学 知識獲得システム研究室
金子 萌金子 萌 株式会社想ひ人（設立準備中） 代表取締役株式会社想ひ人（設立準備中） 代表取締役

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

新村 和大新村 和大 一般社団法人スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパン代表理事一般社団法人スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパン代表理事
慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特任講師慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特任講師

松葉 由紀子松葉 由紀子 EY 新日本有限責任監査法人 名古屋事務所 EY 新日本有限責任監査法人 名古屋事務所 
名古屋企業成長サポートセンター名古屋企業成長サポートセンター

コメンテーターコメンテーター

主催：Venture	Café	Tokyo	主催：Venture	Café	Tokyo	

ジョン セーヒョンジョン セーヒョン oVice株式会社 代表取締役CEOoVice株式会社 代表取締役CEO
デービッド・ミルスタインデービッド・ミルスタイン

モデレーター：モデレーター：

エイトローズ ベンチャーズ ジャパン エイトローズ ベンチャーズ ジャパン 
Managing Partner, Head of JapanManaging Partner, Head of Japan

oVice が考えるメタバースの世界の可能性oVice が考えるメタバースの世界の可能性

堀下恭平堀下恭平 TSUKUBA CONNÉCT  Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT  Operation Manager
堀下恭平堀下恭平
TSUKUBA CONNÉCT  Operation ManagerTSUKUBA CONNÉCT  Operation Manager



12/15~18 に開催した TSUKUBA STARTUP WEEK の DAY3
として、つくば研究支援センターからお届けしました！現地
では、TSUKUBA STARTUP TOUR の盛り上がりそのままに
TSUKUBA CONNÉCT が開かれ、活発な交流が行われました！
Session1では、スポーツや起業家育成、街づくりやキャンプ、
そして探求型の塾にまで、幅広いテーマでディスカッション
を行いました。小泉氏から若い起業家へのメッセージもいた
だきました。『大人の言うことは聞かなくていい』『競合やマー
ケットサイズを考えすぎず、等身大の視点から自分の考えを
深掘れ。そしてもっと大胆に。』Session2 は、筑波大学の
Global Tech EDGE NEXT プログラム修了生による、ピッチ
とパネルディスカッションの 2 本立て。ピッチではサービス
紹介に加えなんとプログラムへの逆提案も！Session3 は全
て英語でのセッション。世界から茨城を選び、起業準備し
ている方、起業をした方、スタートアップに就職した方の 3
名に登壇いただき、それぞれの立場からの想いや考えをお聞
きしました。

パネル＆ピッチ Relate: まちづくり×スポーツパネル＆ピッチ Relate: まちづくり×スポーツ
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

小泉 文明小泉 文明  
株式会社鹿島アントラーズ FC 代表取締役社長株式会社鹿島アントラーズ FC 代表取締役社長
株式会社メルカリ 取締役会長株式会社メルカリ 取締役会長

スタートアップセッションスタートアップセッション
   ～茨城 / つくばで活躍する   ～茨城 / つくばで活躍する
           外国籍の方の起業準備、起業、就職～           外国籍の方の起業準備、起業、就職～

Raafat Ahmed Raafat Ahmed 株式会社ワープスペース エンジニア株式会社ワープスペース エンジニア
Ayella PaulAyella Paul 筑波大学大学院 生命環境科学研究科 博士後期課程筑波大学大学院 生命環境科学研究科 博士後期課程粟生 万琴粟生 万琴

株式会社 LEO 代表取締役 CEO株式会社 LEO 代表取締役 CEO
なごのキャンパス プロデューサーなごのキャンパス プロデューサー
中 裕樹中 裕樹
森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

塚崎 浩平 塚崎 浩平  forent 株式会社 代表取締役社長 forent 株式会社 代表取締役社長
藤原 遥人藤原 遥人 株式会社 ISHIZUE 代表株式会社 ISHIZUE 代表

●若手起業家●若手起業家

PITCH ARENA vol.7PITCH ARENA vol.7
筑波大学 EDGE アルムナイ ベンチャーズ！筑波大学 EDGE アルムナイ ベンチャーズ！

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo
立野 温立野 温 株式会社Onikle 代表取締役株式会社Onikle 代表取締役
木村 忠史木村 忠史 VENENO TECHNOLOGIES 株式会社 CSO/CTOVENENO TECHNOLOGIES 株式会社 CSO/CTO

産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 主任研究員

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

新村 和大新村 和大 TXアントレプレナー・パートナーズ（TEP）代表理事TXアントレプレナー・パートナーズ（TEP）代表理事

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 

コメンテーターコメンテーター

内藤 昌信内藤 昌信 物質・材料研究機構（NIMS）物質・材料研究機構（NIMS）
統合型材料開発・情報基盤部門グループ グループリーダー統合型材料開発・情報基盤部門グループ グループリーダー

笠嶋 めぐみ笠嶋 めぐみ 農業・食品産業技術総合研究機構 生物機能利用研究部門 農業・食品産業技術総合研究機構 生物機能利用研究部門 
新産業開拓研究領域 上級研究員新産業開拓研究領域 上級研究員

進行進行

Aron LentschAron Lentsch Orbspace 株式会社 創設者Orbspace 株式会社 創設者
多賀 世納多賀 世納

株式会社リーバー株式会社リーバー
モデレーター：モデレーター：

会場の様子会場の様子

モデレーター：モデレーター：
堀下恭平堀下恭平 TSUKUBA CONNÉCT TSUKUBA CONNÉCT 

 Operation Manager Operation Manager



つくばのイノベーションコミュニティ TSUKUBA CONNÉCT
と、CIC Tokyo & U3 イノベーションズが合同で立ち上げ
た環境エネルギーイノベ―ションコミュニティのコラボで
お届けしました。研究機関が抱負なつくばに集まる研究者
の方々に環境エネルギー分野のコミュニティに参加いただ
くことで、技術や研究シーズによる社会課題の解決を目指
します！今回は若手起業家や研究者のピッチが盛りだくさん。
「登壇者の方と繋がりたい」というCONNÉCT Form も、
いつも以上にたくさん届きました！セッションは、環境エネ
ルギーに関連する 4 名の若手起業家からのピッチから始ま
り、環境エネルギー分野のコミュニティやコンソーシアム
の事例紹介、Utility3.0 実現に向けたキーノート、研究機
関・大学発ベンチャーによるピッチ、最後は研究者と企業
が交流するコミュニティについてなど、密度の濃い時間とな
りました！大企業、中小企業、スタートアップ、研究機関な
どの枠を飛び越えたコラボレーションの可能性や重要性を
再認識できる回となりました。

コミュニティ＆コンソーシアムの紹介コミュニティ＆コンソーシアムの紹介
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

藤瀬 里紗 Venture Café Tokyo Program Manager / CIC Tokyo Project Lead Venture Café Tokyo Program Manager / CIC Tokyo Project Lead 
環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局

伊藤 正敏 茨城県科学技術振興課長茨城県科学技術振興課長

山本 淳山本 淳 産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター 総括研究主幹産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター 総括研究主幹

キーノート：キーノート：
環境エネルギー分野で環境エネルギー分野で
輝かしい未来を創るために輝かしい未来を創るために
～ Utility 3.0 実現に向けて～～ Utility 3.0 実現に向けて～
伊藤 剛
U3イノベーションズ合同会社 共同代表U3イノベーションズ合同会社 共同代表

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

PITCH ARENA vol.8 スタートアップピッチ！PITCH ARENA vol.8 スタートアップピッチ！
日本の環境エネルギーの未来を担う若手起業家勢ぞろい！日本の環境エネルギーの未来を担う若手起業家勢ぞろい！
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

吉岡 大地吉岡 大地 株式会社Yanekara 代表取締役 COO株式会社 Yanekara 代表取締役 COO
石川 慎之祐石川 慎之祐 株式会社グリーンエース 代表取締役社長株式会社グリーンエース 代表取締役社長

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

岩田 紘宜岩田 紘宜 Energy Tech MeetupEnergy Tech Meetup

藤瀬 里紗藤瀬 里紗 Venture Café Tokyo Program ManagerVenture Café Tokyo Program Manager

コメンテーターコメンテーター
川崎 健士朗川崎 健士朗 Green Fuel 代表Green Fuel 代表 関 芳実関 芳実 株式会社 StockBase 代表取締役株式会社 StockBase 代表取締役

井口 和宏井口 和宏 株式会社シェアリングエネルギー 事業開発室長株式会社シェアリングエネルギー 事業開発室長

共催：環境エネルギーイノベーションコミュニティ（E&E）共催：環境エネルギーイノベーションコミュニティ（E&E）

●環境エネルギーイノベーションコミュニティ（E&E）

●いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出推進協議会●いばらきカーボンニュートラル産業拠点創出推進協議会

●産業技術総合研究所	ゼロエミッション国際共同研究センター●産業技術総合研究所	ゼロエミッション国際共同研究センター

PITCH ARENA vol.9 研究者ピッチ！PITCH ARENA vol.9 研究者ピッチ！
次の未来をつくる先端研究！次の未来をつくる先端研究！

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo
唐 捷唐 捷物質・材料研究機構 エネルギー環境材料拠点 上席研究員物質・材料研究機構 エネルギー環境材料拠点 上席研究員

マテリアルイノベーションつくば 創業者＆CTOマテリアルイノベーションつくば 創業者＆CTO
今里 和樹今里 和樹 産業技術総合研究所ゼロエミッション国際共同研究センター産業技術総合研究所ゼロエミッション国際共同研究センター

熱電変換・熱制御研究チーム 研究員熱電変換・熱制御研究チーム 研究員

ピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

小山内 崇 小山内 崇 
奥中 さゆり奥中 さゆり

伊藤 剛伊藤 剛コメンテーターコメンテーター
畠岡 潤一畠岡 潤一 SyncMOF株式会社 代表取締役SyncMOF株式会社 代表取締役

明治大学農学部農芸化学科 准教授明治大学農学部農芸化学科 准教授
産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター 産業技術総合研究所 ゼロエミッション国際共同研究センター 
人工光合成研究チーム 研究員人工光合成研究チーム 研究員

北 祐樹北 祐樹 東京大学 生産技術研究所 研究員 /株式会社Gaia Vision 代表取締役社長東京大学 生産技術研究所 研究員 /株式会社Gaia Vision 代表取締役社長

スタートアップ × 企業 × 研究者 × コミュニティパネル！スタートアップ × 企業 × 研究者 × コミュニティパネル！
社会課題解決に向けた最強タッグとは！社会課題解決に向けた最強タッグとは！主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo
伊藤 剛伊藤 剛
加藤 大輔加藤 大輔

馬場 大輔馬場 大輔

清水建設株式会社 フロンティア開発室 ベンチャービジネス部 副部長 
コーポレート企画室 産業政策渉外部 ロンドン事務所長コーポレート企画室 産業政策渉外部 ロンドン事務所長
高砂熱学工業株式会社 研究開発本部 技術研究所 上級研究員高砂熱学工業株式会社 研究開発本部 技術研究所 上級研究員

飯田 百合子飯田 百合子 株式会社フィルズ 代表取締役 CEO株式会社フィルズ 代表取締役 CEO

唐 捷唐 捷

藤瀬 里紗藤瀬 里紗コメンテーターコメンテーター Venture Café Tokyo Program Manager / CIC Tokyo Project Lead Venture Café Tokyo Program Manager / CIC Tokyo Project Lead 
 環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局 環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局



Venture Café Tokyo Program Manager / CIC Tokyo Project Lead Venture Café Tokyo Program Manager / CIC Tokyo Project Lead 
 環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局 環境エネルギーイノベーションコミュニティ運営事務局

人口 25 万人都市に 150 の研究機関と2 万人の研究者を持
ち、石を投げれば博士にあたる、それがつくばです。あら
ゆる分野の尖った技術はあるけれど、産官学のうち産がごっ
そり欠けている。そこに、大企業がベンチャー投資を行う
CVC（コーポレートベンチャーキャピタル）が出会ったら .. 
！#33 はつくばでベンチャー創出 / 育成を行う機関、CVC
コミュニティ、大企業発の起業家が集まり、アイディアや経
験を持ち寄り、研究成果と社会課題をどう繋ぐのか、こん
なことができたら！という将来像を描き、実現への道を考
えました。Session1では、特徴を持ったつくばの各機関と
CVC コミュニティでつくるスタートアップエコシステムにつ
いてお聞きし、Session2 の PITCH ARENAでは、普段とは
異なりCVC 側からつくばのメンバーに向けてピッチを行な
いました。Session3 では起業家社内ベンチャーとは何か、
大企業だからこその特徴などをわかりやすく語っていただき
ました。Session4では、次期 SIP の研究開発テーマのとな
る、Society5.0 の実現に向けたアイデアの募集についてご
説明いただきました。

CVC コミュニティ×つくばでCVC コミュニティ×つくばで
つくるスタートアップエコシステムつくるスタートアップエコシステム

主催：主催：BlueCircle/BlueCircle/Venture	Café	TokyoVenture	Café	Tokyo

大企業発社内ベンチャーの歩き方！大企業発社内ベンチャーの歩き方！
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

山田 一慶山田 一慶 BlueCircle 共同代表パートナーBlueCircle 共同代表パートナー
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
川島 義也川島 義也 物質・材料研究機構 外部連携部門 企業連携室 室長物質・材料研究機構 外部連携部門 企業連携室 室長
守山 速飛守山 速飛 産業技術総合研究所 ベンチャー開発センター 企画グループ長産業技術総合研究所 ベンチャー開発センター 企画グループ長
石塚 万里石塚 万里 つくば研究支援センター ベンチャー支援部 部長つくば研究支援センター ベンチャー支援部 部長
屋代 知行屋代 知行 つくば市 政策イノベーション部 スタートアップ推進室 係長つくば市 政策イノベーション部 スタートアップ推進室 係長

跡部 悠未跡部 悠未 Venture Café Tokyo Program ManagerVenture Café Tokyo Program Manager
産業技術総合研究所 スタートアップコーディネータ 産業技術総合研究所 スタートアップコーディネータ 

モデレーター：モデレーター：

PITCH ARENA vol.10PITCH ARENA vol.10
CVC リバースピッチ！CVC リバースピッチ！ 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo
宇都宮 純夫宇都宮 純夫
セイコーエプソン株式会社 経営戦略・管理本部 経営戦略推進部 部長セイコーエプソン株式会社 経営戦略・管理本部 経営戦略推進部 部長
エプソンクロスインベストメント株式会社 COOエプソンクロスインベストメント株式会社 COO
滝本 悠滝本 悠 凸版印刷株式会社 事業開発本部 戦略投資センター CVC部凸版印刷株式会社 事業開発本部 戦略投資センター CVC部

尾内 敏彦尾内 敏彦
質問 /コメント質問 /コメント

川島 義也川島 義也 守山 速飛守山 速飛 石塚 万里石塚 万里 屋代 知行屋代 知行

江本 州陽江本 州陽
株式会社日立製作所 社会イノベーション事業推進本部株式会社日立製作所 社会イノベーション事業推進本部

堀下 恭平堀下 恭平 Venture Café Tokyo オペレーションマネージャーVenture Café Tokyo オペレーションマネージャー
株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長

モデレーター：モデレーター：

次期 SIP の研究開発テーマの次期 SIP の研究開発テーマの
情報提供依頼（RFI）情報提供依頼（RFI）
～ Society 5.0 の実現に～ Society 5.0 の実現に
　　向けたアイディア募集～　　向けたアイディア募集～

主催：内閣府 /	Venture	Café	Tokyo主催：内閣府 /	Venture	Café	Tokyo
植木 健司植木 健司
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局・参事官内閣府科学技術・イノベーション推進事務局・参事官
（事業推進総括担当）（事業推進総括担当）



140ヶ国 10,000人以上の外国籍の方が住まい、日本で 7つし
かない国際戦略総合特区に指定され、成田空港 / 羽田空港まで
1時間圏内という好立地にあるまち、つくば。世界有数の研究機
関が集積し、研究発や大学発スタートアップ誕生も増えています。
「つくばから世界へ」の視点を強く持つ起業家や支援機関も多く、
また同時に「世界から見たつくば」の可能性も高まっています。今
回はつくばと世界とを繋ぐプレイヤーにお越しいただきグローバ
ル社会におけるつくばのスタートアップエコシステムについて語り
合いました！Session1ではシリコンバレーの「世界人口の 0.1%に
25%の投資が集中するエコシステム」と日本の相違点をお話しい
ただきました。Session2ではベンチャー企業海外展開を目的とし
た、茨城県のブートキャンププログラムを紹介。また、参加した
スタートアップ4社に、プログラムで得られたスキルや知見をお話
しいただき、Session3 の PITCH ARENAでは英語ピッチをお届け
しました。Session4は日本版「ブリッツスケーリング」について、
事例を織り交ぜてご紹介いただきました。

サンフランシスコ・シリコンバレーのサンフランシスコ・シリコンバレーの
スタートアップエコシステム最前線スタートアップエコシステム最前線

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo
樽谷 範哉 日本貿易振興機構（ジェトロ）日本貿易振興機構（ジェトロ）

イノベーション促進課 課長イノベーション促進課 課長

JETRO アクセラレーションハブとJETRO アクセラレーションハブと
茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業の紹介茨城県ベンチャー企業海外展開支援事業の紹介

主催：主催：日本貿易振興機構 / 日本貿易振興機構 / Venture	Café	TokyoVenture	Café	Tokyo

吉田 雄吉田 雄  日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター 所長日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター 所長
福田 翼福田 翼 日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター日本貿易振興機構（ジェトロ）茨城貿易情報センター
平林 隆平林 隆 サイトセンシング株式会社 代表取締役サイトセンシング株式会社 代表取締役
杉林 直彦杉林 直彦 ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 代表取締役ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 代表取締役
多田 宗弘多田 宗弘 ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 取締役副社長ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 取締役副社長
鈴木 庸介鈴木 庸介 株式会社 fulldepth 経営企画室 マネージャー株式会社 fulldepth 経営企画室 マネージャー

村田 和広村田 和広 株式会社 SIJ テクノロジ 代表取締役社長 株式会社 SIJ テクノロジ 代表取締役社長 

PITCH ARENA vol.11PITCH ARENA vol.11
海外をめざすスタートアップピッチ！海外をめざすスタートアップピッチ！

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyoピッチ登壇企業ピッチ登壇企業

塩野 明子塩野 明子 Nordic Innovation House コミュニティマネージャーNordic Innovation House コミュニティマネージャー
森島 晴也森島 晴也 シリコンバレー・ジャパン・プラットフォーム (SVJP) シリコンバレー・ジャパン・プラットフォーム (SVJP) 

アントレプレナープログラムマネージャーアントレプレナープログラムマネージャー

コメンテーターコメンテーター

平林 隆平林 隆 サイトセンシング株式会社 代表取締役サイトセンシング株式会社 代表取締役
杉林 直彦杉林 直彦 ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 代表取締役ナノブリッジ・セミコンダクター株式会社 代表取締役

鈴木 庸介鈴木 庸介 株式会社 fulldepth 経営企画室 マネージャー株式会社 fulldepth 経営企画室 マネージャー

村田 和広村田 和広 株式会社 SIJ テクノロジ 代表取締役社長 株式会社 SIJ テクノロジ 代表取締役社長 

日本版「ブリッツスケーリング」日本版「ブリッツスケーリング」
～ 2011 年以降設立の急成長ベンチャー事例研究～～ 2011 年以降設立の急成長ベンチャー事例研究～

主催：主催：グロービス経営大学院 / グロービス経営大学院 / Venture	Café	TokyoVenture	Café	Tokyo

高原 康次高原 康次 グロービス経営大学院 教員グロービス経営大学院 教員
創造ファカルティグループ ファカルティ・コンテンツリーダー創造ファカルティグループ ファカルティ・コンテンツリーダー

山崎 史也山崎 史也 THE GOAT 代表THE GOAT 代表ゲスト：ゲスト：



2020年度における大学発ベンチャーは2,905 社であり1年
間で339社増加し過去最高の企業数と伸びを記録しています。
社会に大きな変革を起こすのに、もはや年齢は関係ない。大学
生や高校生による起業は珍しいものではなくなっています。#35
は、学生起業家や新卒起業、また20代での起業 /開業や挑
戦を続ける彼ら彼女らと、取り巻く環境について、様々な角度
から議論しました。Session1では、ろう者と聴者の関係性、コ
ミュニケーションの在り方などを考えました。初の取組みとして、
18時以降の全編に手話通訳 /読み取り通訳 /字幕を入れてお
届けし、現地の登壇者も口の見えるマスクを着用して開催しま
した！Session2 の PITCH ARENAでは、IBARAKIドリーム・パス
事業でグランプリに輝いたつくば工科高校のチームなどの若手
起業家によるピッチを行いました！Session3では、高校生等の
学生を対象にアントレプレナーシップの養成を行う方にお話しい
ただき、学生が自身のやりたいことを表明し、花開かせられる
環境づくりの必要性を考えさせられる時間となりました。

Diversity of DEAFDiversity of DEAF
主催：筑波技術大学 /	Venture	Café	Tokyo主催：筑波技術大学 /	Venture	Café	Tokyo

学生起業家支援の今 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

株式会社リバネス 地域開発事業部株式会社リバネス 地域開発事業部
キャリアデザイン研究センターキャリアデザイン研究センター

西村 知也
設楽 明寿 筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科 

 Digital Nature Group / xDiversity Digital Nature Group / xDiversity
岩田 直樹岩田 直樹 ろうちょ～会ろうちょ～会

A.K.&A.S.&M.F. A.K.&A.S.&M.F. 筑波技術大学 産業技術学部 筑波技術大学 産業技術学部 
情報科学専攻 3 年情報科学専攻 3 年

PITCH ARENA vol.12PITCH ARENA vol.12
つくば工科高等学校 チーム Irisつくば工科高等学校 チーム Iris
吉田 峻吉田 峻 株式会社キャンパスライフドットコム 代表取締役株式会社キャンパスライフドットコム 代表取締役
安田 敬安田 敬 Mr.HALAL 代表取締役Mr.HALAL 代表取締役

西村 知也西村 知也 株式会社リバネス 地域開発事業部株式会社リバネス 地域開発事業部
キャリアデザイン研究センターキャリアデザイン研究センター

コメンテーター：コメンテーター：

ブランスクム 文葉ブランスクム 文葉 株式会社ゼロワンブースター株式会社ゼロワンブースター

ブランスクム 文葉 株式会社ゼロワンブースター株式会社ゼロワンブースター

菅原 広豊 Hitachi frogs General Organizer / MentorHitachi frogs General Organizer / Mentor

堀下 恭平 TSUKUBA CONNÉCT operation managerTSUKUBA CONNÉCT operation manager
コメンテーター：

学生起業家支援の今学生起業家支援の今
西村 知也西村 知也

ブランスクム 文葉ブランスクム 文葉ブランスクム 文葉
菅原 広豊菅原 広豊

筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科 筑波大学大学院 図書館情報メディア研究科 

コメンテーター：コメンテーター：

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo



2021 年度の締めくくりは、お祭りのように盛り沢山のコン
テンツをお届け！環境×アート & 多様性×ライフサイエンス
と幅広いジャンルから多様なゲストの方々にお越しいただ
き、それぞれの分野からピッチ＆トークが繰り広げられまし
た。各 Session のテーマは様々でしたが、Session2 で「Be 
selfi sh,for others.」や「WAGAMAMA」=「ありのまま」と
いうキーワードが出てきたように、なぜやるのか？何がやり
たいのか？それを社会課題と接続するには？といった話題が
多く出てきました。Session4 では、同じ時間に開催していた
NAGOYA CONNÉCTと中継し、今年度で大学を卒業するアン
バサダーからのメッセージをお届けしました！さらに Session
の合間には会場を巡りながらブース展示を紹介。オンライン参
加のみとなりましたが、登壇者が集まる会場の熱気をお伝えで
きました！

環境＆テック環境＆テック 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

小野 力 エシカル・スピリッツ株式会社 COOエシカル・スピリッツ株式会社 COO
トラガ 株式会社グリーンエース 取締役株式会社グリーンエース 取締役
藤村 哲 藤村 哲 茗溪学園中学校高等学校茗溪学園中学校高等学校

●ピッチ●ピッチ

●パネルトーク●パネルトーク
小野 力小野 力 トラガ 藤村 哲 藤村 哲 

アート＆多様性アート＆多様性
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

岡村 未来 unit X 代表unit X 代表
酒井 天音 上智大学 Sophia Start-up Club 創設者
東 佑丞 東 佑丞 ゲーマー/ゲームトレーナーゲーマー/ゲームトレーナー

●ピッチ●ピッチ

●パネルトーク●パネルトーク
下山田 志帆下山田 志帆
株式会社Rebolt CEO & FOUNDER株式会社Rebolt CEO & FOUNDER

内山 穂南内山 穂南

堀下 恭平堀下 恭平
TSUKUBA CONNÉCT operation managerTSUKUBA CONNÉCT operation manager
株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長

モデレーター：モデレーター：

ライフサイエンスライフサイエンス 主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

下田 彬 株式会社World Life Mapping 代表取締役株式会社World Life Mapping 代表取締役
住吉 美奈子 サナテックシード株式会社サナテックシード株式会社
鈴見 祐悟 鈴見 祐悟 株式会社リーバー株式会社リーバー

●ピッチ●ピッチ

●パネルトーク●パネルトーク

川田 紘次郎川田 紘次郎
東京農業大学大学院東京農業大学大学院

伊藤 洵 伊藤 洵 佐藤 嘉紀佐藤 嘉紀

下田 彬下田 彬 住吉 美奈子住吉 美奈子 鈴見 祐悟 鈴見 祐悟 
川田 紘次郎川田 紘次郎 伊藤 洵 伊藤 洵 佐藤 嘉紀佐藤 嘉紀

黒田 垂歩黒田 垂歩 
レオファーマ株式会社 R&D レオファーマ株式会社 R&D 
Asia-Pacifi c Hub シニアディレクターAsia-Pacifi c Hub シニアディレクター

モデレーター：モデレーター：

NAGOYA CONNÉCTNAGOYA CONNÉCT
コラボセッションコラボセッション
アンバサダートークアンバサダートーク
主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

Mirai Ryota HarukaMirai  Ryota Haruka

主催：Venture	Café	Tokyo

合同会社 VEL
産創研

主催：Venture	Café	Tokyo主催：Venture	Café	Tokyo

合同会社 VEL合同会社 VEL
産創研産創研



DAY5 12 /19

主催 : つくばまちなかデザイン株式会社Program8Program8

DAY4 12 /18

DAY3 12 /17

DAY2 12 /16

DAY1 12 /15

主催 : つくばスタートアップパークProgram2Program2

主催 :TSUKUBA CONNÉCTProgram6Program6

主催 : TSUKUBA CONNÉCTProgram5Program5

主催 : つくば市Program4Program4

主催 : 筑波大学Program7Program7

主催 : つくば研究支援センターProgram3Program3

主催 : 筑波大学Program1Program1

Day1 University of Tsukuba / TCI ＆ TSUKUBA STARTUP PARK

Day2 Tsukuba City & Venture Café Tokyo

Day3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCT

Day5  Tsukuba Machinaka Design

Day4 University of Tsukuba 

12.15WED -19SUN

 TSUKUBA STARTUP PARK

Day2 Tsukuba City & Venture Café Tokyo

Day1 University of Tsukuba / TCI 

Day2 Tsukuba City & Venture Café Tokyo

Day3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCT

Day4 University of Tsukuba 

WED 5
Day5  Tsukuba Machinaka Design

9WED 

Day3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCT

Day2 Tsukuba City & Venture Café Tokyo

Day3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCTDay3 Ibaraki prefecture & TSUKUBA CONNÉCT

Day5  Tsukuba Machinaka Design

技術系ベンチャーのインキュベーション施設
である「つくば研究支援センター」や「つく
ばスタートアップパーク」、さらには産業技術
の幅広い分野における様々な技術開発を総合
的に行っている日本最大級の研究機関「産総
研」といった、つくばのスタートアップ環境
の一端に触れていただけるツアーを開催しま
した！全２日間のつくばのポテンシャルを現
地で感じていただけるコンテンツが盛りだく
さん！ 40 名限定での開催でしたが満員御礼！
茨城県外からも VC や関係機関からも多数参
加いただき、スタートアップ支援機関と参加
者が密なコミュニケーションをとることがで
きました。NHK の取材も入りニュースにて紹
介されました！

今年最大のビッグイベント「TSUKUBA STARTUP WEEK 2021」。
8つのイベントを通して、1,200名以上の方々にご参加い
ただきました！つくばのスタートアップに関わる機関
が集結し、つくばが持つ強みと強化すべき部分などを
ディスカッションするアツい 5日間となりました！

TSW2021 レポート公開中！詳しい内容はコチラ！
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JAPAN

Speakers’ Base

TSUKUBA
80件

TSUKUBA
80件

TOKYO
85件

TOKYO
85件

CHIBA
3件

CHIBA
3件

SAITAMA
1件

SAITAMA
1件

KANAGAWA
4件

KANAGAWA
4件

OSAKA
2件

OSAKA
2件
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1件
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1件
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2件
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2件
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14件
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14件
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1件

HITACHI
1件
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1件
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1件
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1件
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1件
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7件

YUKI
7件
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１件

NAKA
１件

JOSO
2件

JOSO
2件

KASHIMA
1件

KASHIMA
1件

MIE
1件

MIE
1件

MIYAGI
1件

MIYAGI
1件

 YAMAGATA
3件

 YAMAGATA
3件

KOGA
1件

KOGA
1件

CHIKUSEI
1件

CHIKUSEI
1件

ISHIKAWA
1件

ISHIKAWA
1件

2021 年 4 月 16 日から始まった
TSUKUBA CONNÉCT2021は、
茨城・つくばにとどまらず全国各
地、また、海外を含む 184 機関
213 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.	 AiCAN
002.	 Ambii
003.	 amulapo
004.	 AOU no MORI
005.	 AOU no MORI
006.	 BlueCircle
007.	 CIC
008.	 CIC Tokyo
009.	 Closer
010.	 CommentScreen
011.	 CYBERDYNE
012.	 D2Garage
013.	 DG インキュベーション
014.	 Digital Nature Group
015.	 Digital Nature Group
016.	 Dinow
017.	 Dinow
018.	 EAGLYS
019.	 Earth Ship
020.	 EDGEof Innovation
021.	 Energy Tech Meetup
022.	 EY 新日本
023.	 FARM'S
024.	 fermata
025.	 flourbase105
026.	 forent
027.	 fulldepth
028.	 Gaia Vision
029.	 GCE インスティチュート
030.	 Genics
031.	 gibierco
032.	 Green Fuel
033.	HarvestX
034.	Hitachifrogs
035.	 IncubateFund
036.	 IRIS Robotics
037.	 ISHIZUE
038.	 JAXA
039.	 KINTONE
040.	 K-NIC
041.	 Knockü

042.	 KURA SAUNA
043.	Mr.HALAL
044.	MVP
045.	 Neurit
046.	 NIDO 一級建築士事務所
047.	 Nordic Innovation House
048.	 Onikle
049.	 Orbspace
050.	 oVice
051.	 PLIMES
052.	 Qolo
053.	 Rebolt
054.	 revot
055.	 Select
056.	 S-factory
057.	 Shangri-La
058.	 SIJ テクノロジ
059.	 Sophia Start-up Club
060.	 StockBase
061.	 SyncMOF
062.	 Tavern
063.	 THE GOAT
064.	 TOMOCLOUD
065.	 Tsukuba Place Lab
066.	 TX アントレプレナーパートナーズ
067.	 U3 イノベーションズ
068.	 unit X
069.	 up Tsukuba
070.	 VEL
071.	 Veneno Technologies
072.	 Venture Café Tokyo
073.	 Venture Café Tokyo NAGOYA CONNÉCT
074.	 Venture Café Tokyo TSUKUBA CONNÉCT
075.	World Life Mapping
076.	 xDiversity
077.	 Yanekara
078.	アークメディスン
079.	アグロデザイン・スタジオ
080.	アステラス製薬
081.	アフリカスキャン
082.	アロマオルファクトリー

083.	イーストベンチャーズ
084.	イーディーピー
085.	イノカ
086.	茨城県
087.	茨城大学
088.	インキュベイトファンド
089.	エイトローズ ベンチャーズ ジャパン
090.	エシカル・スピリッツ
091.	エプソンクロスインベストメント
092.	エマルションフローテクノロジーズ
093.	小野瀬自動車
094.	想ひ人
095.	科学技術振興機構
096.	科学文化作家
097.	鹿島アントラーズ FC
098.	カスミ
099.	神奈川県立保健福祉大学
100.	環境エネルギーイノベーションコミュニティ
101.	キャンパスライフドットコム
102.	グリーンエース
103.	グレースイメージング
104.	グローカリンク
105.	グローバル・ブレイン
106.	グロービス経営大学
107.	慶應義塾大学
108.	ごきげんファーム
109.	雇用人材協会
110.	サイトセンシング
111.	サナテックシード
112.	サムライインキュベート
113.	産業技術総合研究所
114.	産創研
115.	シェアリングエネルギー
116.	ジェトロ茨城
117.	ジェネシア・ベンチャーズ
118.	ジオ活
119.	しびっくぱわー
120.	清水建設
121.	常陽キャピタルパートナーズ
122.	シリコンバレー・ジャパン・プラットフォーム
123.	 スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパン

124.	セイコーエプソン
125.	ゼロワンブースター
126.	ソニックアーク
127.	高砂熱学工業
128.	旅キャリ
129.	つくばエキスポセンター
130.	筑波技術大学
131.	筑波銀行
132.	筑波総研
133.	筑波大学
134.	つくばまちなかデザイン
135.	つくば研究支援センター
136.	つくば工科高等学校
137.	つくば市
138.	つくば臨床医学研究開発機構
139.	テクノハイウェイ
140.	デジタルガレージ
141.	天地人
142.	東京藝術大学
143.	東京大学
144.	東京都
145.	東京農業大学
146.	東京農工大学
147.	東大 IPC
148.	ときわバイオ
149.	凸版印刷
150.	内閣府
151.	ナイル
152.	なごのキャンパス
153.	ナノブリッジ・セミコンダクター
154.	日本原子力研究開発機構
155.	日本貿易振興機構
156.	農業・食品産業技術総合研究機構
157.	光パスコミュニケーションズ
158.	日立製作所
159.	フィルズ
160.	フォースタートアップス
161.	物質・材料研究機構
162.	物理学系研究者
163.	マテリアルイノベーションつくば
164.	三菱総合研究所

165.	ミルイオン
166.	茗溪学園中学校高等学校
167.	明治大学
168.	明利酒類
169.	メトセラ
170.	メルカリ
171.	モーハウス
172.	森ビル
173.	ヤフー
174.	結城市
175.	結城商工会議所
176.	リアルテックファンド
177.	リーバー
178.	リバネス
179.	リビタ
180.	令和工藝
181.	レオファーマ
182.	ろうちょ〜会
183.	ワープスペース
184.	早稲田大学



※ 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



Happen 
of Ambassadors

参加者や登壇者のネットワーキングのサポートをし、人と人の架け橋になる役割を担っているアン
バサダー。TSUKUBA CONNÉCT は彼ら彼女らのおかげで成り立っているといっても過言ではあ
りません！学生から社会人まで様 な々バックグラウンドを持つアンバサダーたちは、それぞれの夢　
の実現に向けて、TSUKUBA CONNÉCT で挑戦を続けています！

English Learning Session
国際を専門に学ぶ大学生アンバサダーArina
が、企画から講師まで務めました！様々な国
籍の方が参加するTSUKUBA CONNÉCT
に欠かせない英語。実際にコミュニケーショ
ンを取りながら、気軽に楽しく学べるセッ
ションを 10 回に渡ってお届けしました！

アンバサダーと紐解く！ Driving Change from VCT
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～ビジョンを磨く 1 時間～

Venture Café Tokyoの 3 拠点（東京・つ
くば・名古屋）から有志のアンバサダーが
集まりセッションを企画・実施！現地会場と全
国・海外をオンラインで繋ぎ、参加者同士で
議論するインタラクティブな時間となりました！

Yasu とアンバサダーの Online 交流会
Venture Café Tokyo Executive Director
の Yasu から「ぜひアンバサダーのみんなと
話がしたい！」とラブコールが届き実現した交
流会。質問や相談が絶え間なく飛び交い、
Venture Café Tokyoをさらに盛り上げるた
めのアクションプランも決まりました！

学生デザイナーコミュニティ �unit X� とコラボしてアイキャッチ制作

筑波大学の起業家育成プログラム「筑波クリ
エイティブ・キャンプ」から生まれた unit Xに、
アイキャッチ制作を依頼。学生それぞれが持
つ視点・感性でセッションを捉え、表現して
くれたアイキャッチは登壇者の方にも好評でし
た！

TSUKUBA CONNÉCT 新年会
TSUKUBA CONNÉCTを支えるメンバーが
集結！つくばの美味しいものを囲んで、一年
間のお疲れ様と、今年もよろしくの意味も込め
て、新年会を開催しました。より一層チームの
結束力が強まりました！

Ambassadors� Comment
向上心が溢れかえっているこの場所では色々
な発見があり、今の私には上手く消化できな
いことが沢山あります。でもその発見は確実に
自分の糧になっているし、今まで知らなかった
新しい私が見つかっていく気がしてとても楽し
いです！




