平成 30 年 5 月 14 日

平成 30 年度「地方発！ベンチャー企業ミートアップ」を開催します
～地方発ベンチャー企業の創出・成長支援～
関東経済産業局は、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部と連携し、地方発ベンチャー
企業の創出・成長を支援するプラットフォームとして、平成 30 年度「地方発！ベンチャー企
業ミートアップ」を開催します。
これまでの取組によりベンチャー企業の資金調達等の成果が出ており、東京圏のベンチャーキ
ャピタル等とのネットワーキングを促進するとともに、大企業等とのオープンイノベーション
の活動を通じて、更なる成長を支援します。
1．趣旨
地方の経済活性化や雇用創出を進めていくためには、既存の地方における支援ツールに加
えて、地方発ベンチャー企業に対するスピード感のある成長支援が必要です。
そこで、地方の成長意欲の高いベンチャー企業に対して、東京でのビジネスプラン発表機
会を定期的に設け、東京圏のベンチャーキャピタルや大企業等のサポーターから事業成長
に必要なアドバイスを受けるなどのネットワーキングの機会を創出します。
2．開催概要
日

時：第 22 回 平成 30 年 6 月 14 日（木）16:00～19:00
第 23 回 平成 30 年 8 月 9 日（木）16:00～19:00
第 24 回 平成 30 年 10 月 11 日（木）16:00～19:00
第 25 回 平成 30 年 12 月 13 日（木）16:00～19:00
第 26 回 平成 31 年 2 月 14 日（木）16:00～19:00（予定）
※第 1 回から第 21 回までは平成 27～29 年度に実施

会

場：ＴＩＰ＊Ｓ

http://tips.smrj.go.jp/access/

（東京都千代田区丸の内 2-5-1 丸の内二丁目ビル 6 階
JR 東京駅丸の内南口より徒歩 3 分・東京メトロ千代田線二重橋駅より徒歩 3 分）
発表者：ベンチャー企業の代表者
（毎回 4 社程度が登壇・原則、東京都所在以外のベンチャー企業）
プログラム：①ベンチャー企業によるプレゼンテーション（20 分／社 プレゼンテーション
10 分・質疑 10 分）、②交流会
参加者：ベンチャーキャピタル、ベンチャー企業との事業提携等を検討している大企業、
投資家、金融機関、支援機関等 （定員 50 名程度）
参加費：無料（交流会参加者 1,000 円／人）
参加申込：申込フォームに必要事項を記入のうえ、お申込み下さい。

主 催：経済産業省関東経済産業局／独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部
協 力：地方発ベンチャーの創出・成長支援に積極的なベンチャーキャピタルなどに「サ
ポーター」として参加いただきます。サポーターは随時募集中です。
※「地方発！ベンチャー企業ミートアップ」のサポーターは別紙参照
3．取材要領
傍聴可。ただし、プレゼンテーション中のカメラ撮りは当局へ事前に御確認下さい。
取材を希望されるプレスの方は、氏名・会社名・所属・御連絡先電話番号・E-mail を明記
の上、kanto-shinki@meti.go.jp までお申込み下さい。

＜過去開催の様子＞

（本発表資料のお問合せ先）
関東経済産業局地域経済部産業技術革新課長 門田 靖
担当：久世、齋藤
電話：048-600-0276（直通）
F A X：048-601-1287

別紙
＜地方発！ベンチャー企業ミートアップ

サポーター＞

ベンチャーキャピタル（ＶＣ）
株式会社ジャフコ

（順不同）
http://www.jafco.co.jp/

（法人番号 9010001019930）
大和企業投資株式会社

http://www.daiwa-

（法人番号 3010001153347)

inv.co.jp/

ウエルインベストメント株式会社

http://www.weruinvest.com/

（法人番号 3011101026293)
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

http://www.fvc.co.jp/

（法人番号 3130001022390）
エス・アイ・ピー株式会社

http://sip-vc.com/

（法人番号 6010401053012）
株式会社 TNP パートナーズ

http://www.tnp-g.jp/

（法人番号 9020001037477）
事業創造キャピタル株式会社

http://js-capital.co.jp/

（法人番号 9110001009129）
K&P パートナーズ株式会社

http://www.kppartners.jp/

（法人番号 5010401105862）
SBI インベストメント株式会社

http://www.sbinvestment.co

（法人番号 9010401045023）

.jp/

ニッセイ・キャピタル株式会社

http://www.nissay-

（法人番号 2010001025943）

cap.co.jp/

ＤＢＪキャピタル株式会社

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

（法人番号 4010001124108）
Beyond Next Ventures 株式会社

http://beyondnextventures.

（法人番号 1010001162465）

com/

伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社

http://www.techv.co.jp/

（法人番号 2010401041838）
アーキタイプ株式会社

http://archetype.co.jp/

（法人番号 9010401062290）
日本ベンチャーキャピタル株式会社

http://www.nvcc.co.jp/

（法人番号 7010401023170）
リアルテックファンド（合同会社ユーグレナ SMBC

http://www.realtech.fund/

日興リバネスキャピタル）
（法人番号 9010003021190）
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル株式会社

http://www.smbc-vc.co.jp/

（法人番号 7010001095593）

コーポレートベンチャーキャピタル（ＣＶＣ）
株式会社ウィルグループ

http://willgroup.co.jp/

（法人番号 9011001061435）
三井不動産株式会社
（法人番号 6010001034957）

http://www.31ventures.jp/

別紙
監査法人
新日本有限責任監査法人

http://www.shinnihon.or.jp

（法人番号 1010005005059）

/

デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社

http://www.deloitte.com/jp

（法人番号 3010001085516）

/tvs

有限責任あずさ監査法人

https://home.kpmg.com/jp/j

（法人番号 3011105000996）

a/home.html

株式会社日本政策投資銀行

http://www.dbj.jp/

金融機関
（法人番号 2010001120389）
株式会社日本政策金融公庫

http://www.jfc.go.jp/

（法人番号 8010001120391）
水戸証券株式会社

http://www.mito.co.jp/

（法人番号 6010001058238）
株式会社三井住友銀行

http://www.smbc.co.jp/

（法人番号 5010001008813）

事業創造支援
インターウォーズ株式会社

http://www.interwoos.com/

（法人番号 5010001084739）
株式会社ゼロワンブースター

https://01booster.co.jp/

（法人番号 7010401098832）
一般社団法人東京ニュービジネス協議会

http://www.nbc-world.net/

（法人番号 7010405010116）
特定非営利活動法人エティック

http://www.etic.or.jp/

（法人番号 8011005001090）
三菱地所株式会社

http://www.mec.co.jp/

（法人番号 2010001008774）
株式会社ブリリアントソリューション

http://brilliant-

（法人番号 8011101066475）

solution.co.jp/

株式会社ビザスク

http://visasq.co.jp/

（法人番号 5010001145747）
一般社団法人ＴＸアントレプレナーパートナーズ

https://www.tepweb.jp/

（法人番号 6040005017179）
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

http://www.jia-ltd.com/

（法人番号 7010401085533）
株式会社日本工業新聞社

http://www.business-

（法人番号 5010001133132）

i.jp/corp/

西松建設株式会社

http://www.nishimatsu.co.j

（法人番号 8010401021454）

p/

キリン株式会社

http://www.kirin.co.jp/

（法人番号 2010001127723）
特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

http://www.independents.jp

（法人番号 2013305002443）

/

