
＜ご利用上の注意＞
・適応事業に関しましては、各公募資料等ご参照ください。
・認定ＶＣに関するその他詳細情報等につきましては、各社のＨＰ等にてご確認ください。
・該当事業の投資等出資照会に関する結果、やり取り等に関して、個別当事者間で、誠意を以ってご対応をお願い致します。
・ＮＥＤＯは個別当事者間のやり取り等に関して、その経緯の如何に関わらず、上記の経緯や結果について一切関与せず、責を負いません。

認定ＶＣ機関名 連絡先 担当者 事務方針・伝達事項等

15th Rock Ventures 有限責任事業組合 contact@15th-rock.com
中島徹

渡邊康治

15th Rock Venturesは、グローバルにスタートアップ投資を行うVCファンドです。孫泰蔵氏が主催しているMistletoeからの
スピンアウトファンドであり、海外の投資家やアントレプレナーとの幅広いネットワークをもっています。また兄弟会社と
して、大企業の人材を出向等の形で活用し、新しいベンチャーの立ち上げを行うSpirete株式会社というスタートアップスタ
ジオを運営しており、創業前や創業間もない段階から事業プラン作成、チーム組成、資金調達等をサポートすることができ
ます。
NEDOのSTS事業に関わるご相談は、【NEDO STS検討申込】と記載の上、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載の上、連絡先
メールアドレスまでお送り下さい。
内容確認の上、検討を進めさせて頂く場合はメールにてご連絡致します。

Abies Ventures株式会社 info@abies.vc
山口
長野

Abies Venturesは、高度な科学・エンジニアリング技術（ディープテック）を活用し、人類のさらなる発展やサステナブル
な社会の創出に貢献するスタートアップを内外で発掘し、グローバル企業へ育成することを目指す、ベンチャーキャピタル
です。ディープテックの中でも、AI・ロボティクス、高度情報処理技術、材料・電池、及び宇宙分野のシード・アーリー期
のスタートアップに投資をしています。
弊社はメガベンチャー企業ファウンダー、国内外メガベンチャー投資家、国内外ブルーチップ企業のマネジメント経験者等
で構成されたチームです。事業戦略や資本政策のアドバイスから、海外企業や投資家の紹介まで、実際の創業経験、メガベ
ンチャー投資を通じてしか得られない知見を基に、世界で戦えるユニコーン創出をサポートします。
NEDOのSTS事業に関わるご相談については、左記のメールアドレスまでお願い致します。（その際件名に「NEDO STS事業」と
明記ください）
URL：https://abies.vc/

ANRI株式会社 info@anri.vc
鮫島
宮崎
元島

弊社は、創業以前からの事業立ち上げ支援を含むシード・アーリーステージの豊富な投資・Exit実績を持つベンチャーキャ
ピタルANRI を運営しています。 2012年に1号ファンドを設立以降、独立系VCとして現在累計約300億円規模のファンドを運
営、120社以上に投資実行しております。 所定のDD用紙に記入の上、件名を「NEDO STS事業の検討申込」と記載頂き、連絡
先メールアドレスまでご連絡ください。受付後、検討させて頂く場合にのみ弊社よりご連絡させて頂きます。

Beyond Next Ventures 株式会社 info@beyondnextventures.com -

弊社は、日本の大学発・技術系のベンチャー企業にフォーカスして投資活動を行っている独立系アクセラレータであり、現
在、総額220億円のファンドを運用しています。
詳細はhttp://beyondnextventures.com/をご参照下さい。
お問い合わせに際しては、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載のうえ、連絡先アドレスまでお送り下さい。その他、弊
社での検討にあたって参考となる資料（会社・製品案内や事業計画書等）がございましたら、差支えのない範囲で合わせて
ご送付ください。お送りいただきました内容は、弊社内にて厳秘にて管理いたします。

Bonds Investment Group株式会社 y.oniyanagi@bonds-ig.com 鬼柳裕介

Bonds Investment Groupは、「ともに挑戦する、ともに創造する」をミッションに掲げ、社会課題の解決や社会革新・産業
革新に取り組む企業に投資を行うベンチャーキャピタルです。主にシリーズA・Bのアーリーステージのスタートアップを中
心に、リードインベスターとして、ハンズオンで支援を行っております。ITx産業の軸で幅広く投資を行っておりますので、
投資検討のお問い合わせに関しては、NEDO所定のDD等申込用紙にご記入の上、担当のメールアドレスにご送付いただけます
と幸いでございます。弊社の詳細につきましてはこちら（https://bonds-ig.com/）をご参照ください。

Coral Capital info@coralcap.co 吉澤美弥子
Coral Capitalはシード~アーリーステージのベンチャーキャピタルです。研究開発型ベンチャーにも多く投資を行ってお
り、また投資後のサポートも次回資金調達支援、採用支援、事業開発支援、広報支援などを行っております。投資や事業の
ご相談について担当者までお気軽にご連絡ください。

【２０２１年度：認定ＶＣ　コンタクト先一覧】
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DRONE FUND株式会社 tnf@dronefund.vc
舟波大地
芳賀 英樹

DRONE FUND株式会社はドローン・エアモビリティ関連スタートアップへの投資に特化したDRONE FUNDを運営しております。
我々は投資機能に留まらず、投資先の事業開発のサポート、産業構想やルール形成などの公共政策活動、知財戦略や採用活
動のサポート、更には「千葉道場」と呼ばれる起業家コミュニティの運営などを通じてユニコーン企業の創出を目指してお
ります。
2020年5月に設立した3号ファンドは社会実装をキーワードにドローン・エアモビリティを産業活動にインストールするため
の技術・事業に投資を致します。※なお、ドローンとは、陸上・海上・海中・空で活動する自律型ロボティクスを指しま
す。
具体的には、①高度な自律制御・リモートコントロールの実現(AI、Beyond 5G、デジタルツインなど)、②電動化の推進
(バッテリー、充電ステーションなど)、③大量生産・サービス展開の推進（訓練プログラム、地上インフラ、サービスプロ
バイダーなど)の事業を行う、プレシード期からレイタ―期の全ステージのスタートアップを投資対象としております。
特にプレシード期の企業の事業化のサポートも行っております。
関連する事業を行っているスタートアップの皆様、お気軽にご連絡ください。

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ
sasaki@ffg-venture.co.jp

yokomizo@ffg-venture.co.jp

佐々木 彩
横溝　洋平

弊社は北部九州で最大の取引先ネットワーク基盤を持つ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ傘下のベンチャーキャピ
タルであり、研究開発型スタートアップをExitまで支援する運用期間15年のペイシェントキャピタルです。1号・2号ファン
ド(総額100億円)では、大学発スタートアップをはじめとして、あらゆるステージ・領域の研究開発型スタートアップに幅広
く投資しています。
お問い合わせの際は、NEDO所定のデューデリ等申込用紙にご記入の上、連絡先アドレスまでお送り下さい。また事業計画等
の参考となる資料がございましたら合わせて頂けると幸いです。
参考URL：http://www.ffg-venture.co.jp/

ＪＭＴＣキャピタル合同会社 https://capital.jmtc.co.jp/
浦田
坂本

弊社は、大手素材メーカー等を出資者とする複数のファンドを運営し、研究開発型スタートアップに対する投資活動を行っ
ております。
投資対象分野：
・材料技術（有機材料、無機材料、素材加工、合成生物学など）
・ハードウェア技術（ロボティクス、ウェアラブルなど）
投資相談等については、下記URLのお問い合わせフォームからご連絡ください。
https://capital.jmtc.co.jp/

合同会社 K4 Ventures kanden.ventures@d3.kepco.co.jp 神田康弘

K4Venturesは関西電力グループの一員として、2018年からエネルギー分野を中心に、情報通信分野、ライフデザイン分野な
ど幅広い領域で革新的な技術・ビジネスモデル等を有するベンチャー企業への投資活動を行っております。
特に、大学発ベンチャーなどシード・アーリーステージの企業に対する投資も積極的に行っており、ベンチャー企業の事業
成長に向け、関西電力グループの資産を活用した実証フィールドの提供など、様々な支援方策を提供していきたいと考えて
おります。
なお、技術テーマは「蓄電池」、「ロボッティクス」、「AI」、「IoT」、「ビックデータ」など、領域テーマは、「農業・
食料」、「文化・エンタメ」、「社会インフラ」、「ライフデザイン」「モビリティ」に重点を置いています。
お問い合わせの際は、NEDO所定のデューデリ等申込用紙にご記入の上、連絡先アドレスまでお送り下さい。また事業計画等
の参考となる資料がございましたら合わせて頂けると幸いです。
参考URL：http://www.k4v.co.jp/

株式会社MAKOTOキャピタル capital@mkto.org
長谷川　剛
下里　健二

MAKOTOキャピタルは、仙台市に拠点を置く事業創造会社であるMAKOTOグループ内のプロフェッショナルファームです。弊社
では、「価値創造の仕組みを東北に実装することで産業のポートフォリオを刺激し続ける」をミッションとして掲げ、現
在、ステージアップファンドというVCファンド（ファンド総額7.5億円）を中心に運営しております。主な投資・支援対象
は、東北地方を拠点として、イノベーションの創出や地方のニーズを解決し大きな成長を目指すシード・アーリーステージ
のスタートアップです。研究型スタートアップに対しても、これまでAI、IoT、バイオ、エネルギーといった幅広い技術テー
マのスタートアップに投資・支援を行っているほか、随時様々な分野のスタートアップから投資相談をいただいておりま
す。
お問い合わせに際しては、件名を「NEDO STS事業の検討申込」と記載いただき、連絡先のメールアドレスまでご連絡くださ
い。所定のDD用紙または事業計画等を作成しておりましたら、合わせてお送りいただけますと幸いです。
内容確認の上、検討を進めさせていただく場合にはご連絡させていただきます。

MedVenture Partners 株式会社
h-oshita@medvp.co.jp

t-nakamura@medvp.co.jp
s-sugishita@medvp.co.jp

大下
中村
杉下

弊社は日本発の医療機器技術の商業化成功モデルを構築することを目的として設立された医療機器に特化したVCです。お問
い合わせは、NEDO所定のデューデリエントリーシートにご記入の上、連絡先アドレスまで送付ください。追って、担当者よ
りご連絡いたします。
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QBキャピタル合同会社 sts@qbc.co.jp
坂本
本藤

  我々は、九州地域の大学の研究成果を活用したベンチャー企業を中心に投資・支援
を行う「QBファンド」を2015年9月に設立し、投資活動を開始しております。
・九州地域の大学の研究成果を活用したベンチャー企業
・九州地域の大学と共同研究等を行っている中小・ベンチャー企業
・九州地域の大学のOBが起業したベンチャー企業
などを主な投資対象としておりますが、九州にこだわらず、日本の大学発・公的研究
機関発技術の事業化を目指すベンチャー企業・プロジェクトも対象としております。
ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

SBIインベストメント株式会社 ttomoyas@sbigroup.co.jp
kmaruyam@sbigroup.co.jp

友保
丸山

弊社は、1996年の創業以来、ICT、バイオ・ヘルスケア、環境・エネルギー、FinTech、AI、ブロックチェーン分野など、次
世代の中核的産業となる成長分野において独自のテクノロジーを有するベンチャー企業に投資を行ってまいりました。引き
続きこれまで投資を行ってきた領域に加え、「Industry4.0」を推進するIoT・ロボティクスや5G、「Society5.0」を実現す
る5G、ヘルスケア、インフラ、食品・農業等の幅広い産業における革新的技術・サービス領域に投資を行ってまいります。
また、投資先企業の成長ステージに応じて、SBIグループ各社及び外部ネットワークを最大限に活用した事業育成・経営支援
を行います。
NEDOのSTS事業に関わるご相談については、左記のメールアドレスもしくは弊社ホームページ「お問い合わせ」からお願いい
たします。
その際には事業計画等の参考となる資料がございましたら合わせて頂けますと幸いです。
参考URL：http://www.sbinvestment.co.jp/

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 itv-hp@techv.co.jp
諏訪博俊
辻井佑昌

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ（ITV）は2000年に創業以降、“新産業を創出し、社会に進化をもたらす“をMission
/Visionに、一時のトレンドに流されず、常に本質を見極めた投資および支援を継続して参りました。
独立系VCとして時代の波に左右されず、投資先に寄り添い、Visionの実現のために資金提供を行うこと、また伊藤忠グルー
プのVCとして伊藤忠グループのアセットをフルに活用した事業支援により成長フェーズのスタートアップを支援する
“Hybrid VC”として、日本からグローバル企業を輩出する一端を担って参ります。

インキュベイトファンド株式会社
minamide@incubatefund.com
taneichi@incubatefund.com

南出 昌弥
種市　亮

2010年以来“First round, Lead Position,Build Industries”というポリシーの元、創業期に特化して投資活動を行い、累
計610億円のファンドを運営し、400社を超える支援をしてきました。
構想段階から起業家とキャピタリストが一体となって事業を立ち上げ、その後も継続的なフォローオンを行なうことで、短
期間で大きなトラクションを獲得することが可能です。
○事業や資金調達に関するご相談
担当への直接メールもしくはキャピタリストが回答する最強の問い合わせフォームまでお願い致します。
・最強の問い合わせフォーム：http://bit.ly/2KzGoBf
○資金調達に向けたパートナーとのディスカッションの機会をご希望される場合
IF・グループファンドのパートナーとの即断即決の1on1ディスカッションイベント”Circuit Meeting”への申し込みをお願
い致します。
・Circuit Meeting：http://bit.ly/ifcrctm

ウエルインベストメント株式会社／AZCA, Inc. sts@weruinvest.com
sts@azcainc.com

菊池
石井

当機関は、ウエルインベストメント株式会社およびAZCA Inc.の共同採択機関となります。

大学系としては我が国で最も長い業歴を持つベンチャーキャピタルであるウエルインベストメント、また、シリコンバレー
を拠点とするコンサルティング会社として日米の事情と様々なハイテクノロジー分野に精通したコンサルタントを擁し、数
多くの日本企業の成長戦略を支援してきたAZCAとが、共同でボーングローバルベンチャー企業の支援に取り組んでいます。

お問合せに際しては、（sts@weruinvest.com）および（sts@azcainc.com）の2つのメールアドレス宛にメールを頂けますよ
うお願いいたします。当機関にて検討を進めさせて頂く場合、追って担当者よりご連絡を入れさせて頂きます。
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大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 info@ouvc.co.jp 清水速水

弊社は、大阪大学が目指す「社会変革に貢献するイノベーティブな大学」実現の一翼を担うため、世界屈指の研究成果をグ
ローバルな視点で社会的価値を創出することを実行する目的で設立されました。2021年1月からは、今までのOUVCでの投資経
験・実績をその他国立大学の研究成果の社会実装に広げ投資活動を推進していきます。

■重点投資分野
①創薬・医療サービス、②情報通信、③機械・材料・製造、④環境・エネルギー

■投資対象
大阪大学及び他の国立大学の研究成果を活用したベンチャー企業

お問い合わせに際しては、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記入の上、連絡先アドレスまでお送りください（件名に
「NEDO STS事業」と明記ください）。

株式会社ケイエスピー incu@ksp.or.jp
黒田
渡邉

弊社は神奈川県・川崎市・日本政策銀行等の出資により設立された第三セクターで、川崎市内で「かながわサイエンスパー
ク」「KSP Biotech Lab」「KSP-Think」といった、オフィス・ラボの運営管理をしているインキュベータです。
1997年に1号ファンドを設立して以来、これまでに6本のファンドを立ち上げ、15社の株式公開企業を輩出しております。
投資対象は日本国内の「研究開発型」のベンチャー企業で、ステージは問いません。
「ファンドを持ったインキュベータ」として幅広いインキュベーション事業を展開しており、これが有望なベンチャー企業
へと育成する源泉となっております。

株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ sts@keio-innovation.co.jp 宜保

KIIは慶應義塾大学をはじめとする大学や研究機関等の優れた研究成果を活用して革新的な新事業を創造するスタートアップ
を支援するベンチャーキャピタルです。
2016年7月のファンド設立以来24社に投資を行い1社がIPOしております。
研究成果を元にした創業支援やシード・アーリーフェーズからのリード投資に強みがあります。
デジタルテクノロジーによる社会の革新や、医療・健康などの課題解決に取り組むスタートアップを主な投資対象としま
す。

株式会社サムライインキュベート fund-staff@samurai-incubate.asia
平田拓己
久保浩成

弊社は、2008年に創業したプレシード・シード期を中心に投資を行うベンチャーキャピタルです。
1号ファンドを組成して以降、国内外200社以上のスタートアップに投資をさせていただき、成長支援を行ってまいりまし
た。
現在は、既存産業×テクノロジーの領域への投資を進めており、
・ヘルスケア(パイプライン創薬を除く(創薬支援は可))
・建設
・物流
・小売
・金融
・モビリティ
上記を中心とした領域を重点的に見ております。
STS事業に関するご相談は、記載の連絡先に「NEDO STS事業 検討依頼」の件名にて平田宛にお送りください。

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ hello@genesiaventures.com -

初めまして！ジェネシア・ベンチャーズです。
ジェネシアは「すべての人に豊かさと機会をもたらす社会を実現する」というビジョンのもとに、アジアにおいて革新的な
デジタルビジネスを手掛けるシード・アーリーステージのスタートアップへの投資に特化した独立系ベンチャーキャピタル
です。投資対象領域は、
①	デジタル・トランスフォーメーション（DX）
②	ニューエコノミー
③	メディア・エンターテインメント
となります。
詳細については弊社HP　https://www.genesiaventures.com/　にてご確認ください。ご相談をいただく際にはNEDO認定 STS
公募である旨を添えてご連絡ください。
みなさまからのご連絡をお待ちしております。

mailto:info@ouvc.co.jp
mailto:incu@ksp.or.jp
mailto:sts@keio-innovation.co.jp
mailto:fund-staff@samurai-incubate.asia
mailto:team@genesiaventures.com
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ジャフコ　グループ株式会社 GC090@jafco.co.jp
三浦
森中
小林

ジャフコ グループ株式会社は、1995年から大学発・研究開発型ベンチャーへの投資を行い、技術・研究成果の事業化を行っ
ております。
シード・アーリーステージの事業ポテンシャルが高く、グローバルな市場を狙うベンチャーを投資対象とし、国内外の投資
先、出資者、事業化支援を行う人材ネットワークを活用しながら、これまでの投資活動で得られた知見や経験を活かし、事
業育成に取り組んでいく所存です。
お問い合わせの際は、NEDO所定のデューデリ等申込用紙にご記入の上、連絡先アドレスまでお送り下さい。また事業計画等
の参考となる資料がございましたら合わせて頂けると幸いです。
参考URL：https://www.jafco.co.jp/our_investment/

株式会社ディープコア dc-fund-team@deepcore.jp 雨宮

DEEPCOREは、AI/ディープラーニングを中心とした先進的な技術を活用し事業を展開するシードおよびアーリーステージのス
タートアップに投資しております。
投資検討の申込にあたっては、NEDO所定のDDエントリーシートにご記入の上、件名を「NEDO STS事業の検討申込」として、
連絡先メールアドレスまで送付をお願いいたします。合わせて、事業概要・事業計画等投資検討にあたり参考となる資料等
がございましたら、差し支えのない範囲でお送りください。いただいた資料を基に検討の上、さらなる投資検討を進めさせ
ていただく場合には、担当者より改めてご連絡差し上げます。

株式会社デフタ・キャピタル deftacapital@deftapartners.com 葛城

現在、弊社が運用中の投資事業組合は、「革新的医学の事業化を行い、天寿を全うする直前まで健康である社会を実現す
る」ことを理念として設立されました。シード・アーリー期にあるベンチャーや技術シーズに対し資金を投入し、ハンズオ
ン支援することで技術の事業化、社会へ実装することを第一の目的としています。ヘルスケア分野を出資対象としておりま
すが、デバイス、ヘルスケアICT、先端医療技術を中心とし、これに資する素材、エネルギー、ICTを含めた幅広い領域を支
援しております。出資・支援は、理念の親和性、技術の革新性、経営者の意欲、社会へのインパクト、弊社の支援の必要性
などを選定基準として行います。代表の原丈人の1980年代からの出資を伴う事業開発事業により、弊社は全世界に幅広い
ネットワークを持ち、主な関連会社を米国と香港に構えていることから、出資・支援先の世界への挑戦も全力で後押しいた
します。
お問い合わせは、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載のうえ、担当者までご送付ください。また、その他参考資料も同
送いただけますと幸いです。受付後、できるだけ早く、ご連絡いたします。

株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ info@ut-ec.co.jp -

投資検討申込の個別照会の場合も、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載のうえ、連絡先アドレスまで件名に【NEDO 案件
検討依頼】と明記してお送り下さい。
受付後、当該分野の投資担当者にて内容を検討させていただきます。検討を進めさせていただく場合は、追加ヒアリング等
についてメールにてご連絡致します。
UTECでの取り組みが難しいと判断させていただいた場合、詳細についてはお答えできかねますので、あらかじめご了承くだ
さい。

東京大学協創プラットフォーム開発株式会社 info2@utokyo-ipc.co.jp

長坂英樹
水本尚宏
古川圭祐
大堀誠

東大IPCは、東京大学100%子会社の投資会社として高い中立性を持った投資活動を行っております。また東京大学関連ベン
チャーのみならず、全ての国立大学関連ベンチャーを投資対象としており、国立大学の研究成果を活用しようとする全ての
ベンチャー経営者を支援対象としております。また弊社は単に投資をするだけでなく日本のTOP大学と各業界のTOP企業と共
にインキューベーションプログラム1stRoundを年2回開催しており、数多くのNEDO STS採択企業を登記前から支援してきまし
た。
弊社による投資検討をご希望の方は、件名を「NEDO STS事業の検討申込」として、NEDO所定のDDエントリーシートと事業内
容が分かるプレゼンテーション資料を連絡先メールアドレスまで送付をお願いします。資金調達をお急ぎでない場合は
1stRoundに応募頂き、プログラムを通じて支援＆投資検討をさせて頂くことも可能です。

東京理科大学イノベーション・キャピタル株式会社 https://tusic.co.jp/
田嶋
並村

　東京理科大学イノベーション・キャピタル株式会社は、先進技術の開発、新サービスを導入することで人々の暮らしを真
に豊かにし、社会の健全な発展に寄与し得る企業への投資・支援を行うべく、2018年11月に設立されました。
　また、東京理科大学の建学の精神である「理学の普及を以て国運発展の基礎とする」及び教育研究理念である「自然・人
間・社会とこれらの調和的発展のための科学と技術の創造」の精神に基づき、当社の運営を通じて、社会イノベーションの
実現に貢献し、日本及び世界の調和的かつ永続的な繁栄へ貢献することを目的としています。
　弊社への出資のご相談は、ウェブサイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

mailto:GC090@jafco.co.jp
mailto:deftacapital@deftapartners.com
mailto:info@ut-ec.co.jp
mailto:info2@utokyo-ipc.co.jp
https://tusic.co.jp/
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ニッセイ・キャピタル株式会社 toushi@nissay-cap.co.jp
井本
笠井

弊社は日本生命グループの一員として、平成3年の設立以来、長期にわたってベンチャー企業への投資および経営支援活動を
行って参りました。
・近年は、シード・アーリーステージの企業に対するリード投資にも力を入れておりまして、2019年度実績では金額ベース
でシード・アーリー企業への投資が約5割に及んでおります。
・新しい時代を担う競争力・成長性を有するシード・アーリーステージのベンチャー企業への投資に引き続き注力する方針
です。
＜投資分野＞
・ライフサイエンス、環境・エネルギー、ナノテクノロジー・材料、情報通信におけるシーズ。
＜投資選択基準＞
・経営者の資質、市場の成長性、シーズの競争優位性の３点を重視して投資を決定致します。
＜記載例＞
・NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載のうえ、件名を「NEDO STS事業の検討申込」と記載の上、連絡先アドレスまでお
送り下さい。独自の事業計画書があれば添付をお願い致します。
＜URL＞
http://www.nissay-cap.co.jp

日本ベンチャーキャピタル株式会社 https://www.nvcc.co.jp/nedosts/ 清水

日本ベンチャーキャピタル（NVCC）は1996年に大企業連合型の独立系VCとして設立以来、一貫してアーリーステージからの
ベンチャー企業投資に注力し、大企業とのアライアンス構築支援を行う一方、投資先経営陣と共に企業成長における諸課題
の解決に取り組んでいます。
また2003年より大学発ベンチャーファンドを組成し、産学連携に関しても豊富な経験を蓄積しています。直近では2018年に
京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合、2019年に阪大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合を設立、両大学と連
携し急成長ベンチャー創出に取り組んでいます。
出資検討のご相談は弊社ウェブサイトの所定フォームよりご連絡ください。

バイオ・サイト・キャピタル株式会社 fund-sts@bs-capital.co.jp 福田伸生

弊社は、ライフサイエンス分野での技術革新を目指すスタートアップ企業への投資を2002年の創業以来18年以上にわたり
行ってきました。また投資事業に加えて、ウエット対応の研究室や機器等のインフラを提供するレンタルラボ事業を併営し
ており、両方のシナジー効果を発揮させて投資先及び入居企業である技術系スタートアップの成長支援を行えるシードアク
セラレータです。
今後はライフサイエンスのみならず、幅広く技術系スタートアップ企業への投資を行います。
お問い合わせは、NEDO所定のデューデリエントリーシートを記載の上、弊社連絡先アドレスまでお送り下さい。

株式会社ファストトラックイニシアティブ hirokokimura@fti-jp.com 木村 紘子

ファストトラックイニシアティブは、医療・ヘルスケアに特化した独立系VCで、創業前インキュベーション、新ビジネスモ
デル創出、専門性の高い経営支援に実績を有しております。キャピタリストはバイオ・ヘルスケア分野での事業・投資・コ
ンサルティング経験が豊富であり、踏み込んだハンズオン支援や海外展開支援が可能です。
＜投資分野＞
  - バイオテック：医薬品、医療機器、遺伝子・細胞治療、診断薬・機器、バイオ機器・試薬など
  - ヘルステック：医療ICT、予防関連、在宅医療関連、流通、食品・栄養など
お問い合わせは、NEDO所定の「デューデリ等申込用紙」もしくはこれに相当する資料をご用意頂き、記載のアドレスにご連
絡ください。参 考資料となる事業計画書や技術資料があれば、秘密保持契約締結が必要ない範囲で添付頂けるとスムーズで
す。
参考URL：http://www.fti-jp.com

みやこキャピタル株式会社 info@miyakocapital.com 岡橋

 みやこキャピタル株式会社は、京都、東京および米国シリコンバレーを拠点に、革新的な技術シーズやビジネスモデルに基
づきグローバル展開を目指す将来性有望な国内外のベンチャー企業に対する投資と「真のハンズオン支援」を行うベン
チャーキャピタルとして、積極的な投資事業を展開しております。
NEDOのSTS事業に関するお問い合わせについては、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載いただき、会社案内・事業計画書
を添付し、弊社の連絡先アドレス（左記）までご送付下さい。追って担当者よりご連絡さしあげます。

株式会社みらい創造機構
kaneko@miraisozo.co.jp
ryu_kan@miraisozo.co.jp
minami@miraisozo.co.jp

金子大介
菅野流飛
南百合子

弊社は、東京工業大学関連ベンチャー、及び高専関連ベンチャーを投資対象としてファンドを運営しております。
東工大発ベンチャー、高専発ベンチャーはもちろん、在学生や卒業生へも積極的な投資を実行しております。
また、現在連携がなくても今後共同研究等で連携可能性があれば是非お話聞かせていただければと思います。
まずはお気軽にご相談ください。
参考URL：https://miraisozo.co.jp/

mailto:toushi@nissay-cap.co.jp
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モバイル・インターネットキャピタル株式会社 miao@mickk.com 苗　春亭

弊社は、1999年設立以来、ICT分野中心にコアテクノロジーを有するベンチャー企業に対する投資活動を行ってまいりまし
た。今後も弊社の知見およびネットワークを用い、独自のテクノロジーを有する日本発ベンチャー企業へ、投資活動および
ハンズオン支援を実施致します。投資検討申込の場合、NEDO所定のデューデリ等申込用紙を記載のうえ、連絡先アドレスま
でお送り下さい。

＜投資対象領域＞次世代ICTのコア技術（通信、ネットワーク、クラウドコンピューティング等）および、周辺産業分野（エ
ネルギー、ヘルスケア等）におけるICT利活用領域

ユニバーサルマテリアルズインキュベーター株式会社 https://www.umi.co.jp/contact/
山本洋介
葉山陽太

弊社は、素材化学に特化したVCとして、①10年後の産業の為に、②産業のプロによる運営、③確実なハンズオンとExit、④
積極的な大企業との連携、⑤業界の壁を越えた幅広い連携、⑥イコールパートナーの思想、の6点を基本思想に掲げ投資活動
に従事しております。現在は、1号ファンド/2号ファンドで総額195億円を運営しております。
NEDOのSTS事業に関するお問い合わせは、件名を「NEDO/STS案件検討申込」と明記の上、NEDO所定のエントリーシートを弊社
連絡先アドレスまでご送付ください。
弊社にて検討の結果、検討を進めさせて頂きたい場合は、追加ヒアリング等につき別途メールにてご連絡致します。

合同会社リアルテックジャパン eui@euglena.jp
室賀文治

 「リアルテックファンド」は、地球や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有するリアルテックベン
チャーに対する投資支援を行っています。研究開発型ベンチャーを成功に導いた経験のあるリアルテックホールディングス
（ユーグレナとリバネスの合弁企業）とSMBC日興証券、また出資者である日本を代表する事業会社、地域金融機関、地場の
有力企業の経験値を総動員し、より良い未来を創造するリアルテックベンチャーを応援します。また、資金獲得や事業開発
のみならず、リアルテックベンチャーの成功に不可欠なクリエイティブ、広報、人事、知財戦略など様々なプロフェッショ
ナル人材によるサポート体制を構築しており、共に社会実装に向けて伴走することを約束します。私たちは、世界を変える
のは、いつでもリアルテックであると信じています。

（英数字、五十音順）
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