
 
 
『テクノロジー・ベンチャーのビジネス・マネジメント』 
AISSY 株式会社 取締役 鈴木 隆一 氏 

ギガヘルツテクノロジー株式会社 代表取締役 河村 隆二 氏 

株式会社ザクセル 代表取締役 鈴木 則久 氏 

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ 代表取締役 林 元德 氏 

マセマテック株式会社 代表取締役 渡 雅男 氏 

〔モデレーター〕アライアンス・コア 株式会社 代表取締役 栗原 啓志郎氏 

 

 

『バイオテック・ベンチャーのビジネスモデル』 
株式会社アーティセル・システムズ 代表取締役 中山 洋一 氏 

株式会社シグナル・クリエーション 取締役 柴原 聖至 氏 

株式会社ジェノメンブレン 代表取締役 薮内 光 氏 

〔モデレーター〕慶應義塾大学 知的資産センター所長 羽鳥 賢一 

 

『突破力が拓く次の 10 年』 
株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役 南場 智子 氏 

株式会社オプティム 代表取締役 菅谷 俊二 氏 

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 代表取締役 菅野 隆二 氏 

〔モデレーター〕慶應義塾大学インキュベーションセンター所長 國領 二郎 

『2009 年 顧客志向経営へのヒント ～不況を越えて～』 
株式会社ウォーターダイレクト 代表取締役 粟井 英朗 氏 

株式会社カンキョー 取締役 田才 昭二 氏 

株式会社クオカプランニング 代表取締役 斎藤 賢治 氏 

株式会社 TAKIZAWA OFFICE 代表取締役 滝沢 直己 氏 

株式会社 PTP 代表取締役 有吉 昌康 氏 

株式会社ブイキューブ 代表取締役 間下 直晃 氏 

〔モデレーター〕NTVP 代表 村口 和孝 

『経済激変の中の中国の未来対応』 
株式会社チャイナウェイ 

代表取締役社長 尹 昌来 氏 

『次世代技術で未来を拓く』 
株式会社インターネット総合研究所 代表取締役 藤原 洋 氏 

インフォテリア株式会社 代表取締役 平野 洋一郎 氏 

株式会社アキブシステムズ CTO 中山 秀人 氏 

スパイバー株式会社 取締役副社長 菅原 潤一 氏 

ナイトライド・セミコンダクター株式会社 代表取締役 村本 宜彦  



 

“ 新たなベンチャー１０年史へ ” 
第 17 回 ベンチャー・プライベート・カンファレンス in 慶應義塾大学  （ 三田キャンパス 東館 8F ） 

1 月 27 日(火) 1 月 28 日(水) 

受 付 （8:45～） 

受 付 （9:00～） 9:15～9:30AM 

『慶應義塾が取組むベンチャー支援のご紹介』 

9:30～10:00AM 

≪オープニングリマークス≫ 

『経済激変をチャンスにする』 

慶應義塾大学 知的資産センター所長 羽鳥 賢一 

NTVP 代表 村口 和孝 

9:30～11:30AM 

≪プレゼンテーション＋座談会≫ 

『2009 年 顧客志向経営へのヒント ～不況を越えて～』 

株式会社ウォーターダイレクト 代表取締役 粟井 英朗 氏 

株式会社カンキョー 取締役 田才 昭二 氏 

株式会社クオカプランニング 代表取締役 斎藤 賢治 氏 

株式会社 TAKIZAWA OFFICE 代表取締役 滝沢 直己 氏 

株式会社 PTP 代表取締役 有吉 昌康 氏 

株式会社ブイキューブ 代表取締役 間下 直晃 氏 

〔モデレーター〕NTVP 代表 村口 和孝 

昼食休憩 （20 分） 

10:10～0:20PM 

≪プレゼンテーション＋座談会≫ 

『テクノロジー・ベンチャーのビジネス・マネジメント』 

AISSY 株式会社 取締役 鈴木 隆一 氏 

ギガヘルツテクノロジー株式会社 代表取締役 河村 隆二 氏 

株式会社ザクセル 代表取締役 鈴木 則久 氏 

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ 代表取締役 林 元德 氏  

マセマテック株式会社 代表取締役 渡 雅男 氏 

〔モデレーター〕アライアンス・コア 株式会社 代表取締役 栗原 啓志郎氏 

昼食休憩 （30 分） 

11:50～1:20PM 

≪講演≫ 

『経済激変の中の中国の未来対応』 

株式会社チャイナウェイ 

代表取締役社長 尹 昌来 氏 

休憩 （10 分） 

0:50～2:40PM 

≪プレゼンテーション＋座談会≫ 

『バイオテック・ベンチャーのビジネスモデル』 

株式会社アーティセル・システムズ 代表取締役 中山 洋一 氏 

株式会社シグナル・クリエーション 取締役 柴原 聖至 氏 

株式会社ジェノメンブレン 代表取締役 薮内 光 氏 

〔モデレーター〕慶應義塾大学 知的資産センター所長 羽鳥 賢一 

休 憩 （20 分） 

1:30～3:30PM 

≪プレゼンテーション＋座談会≫ 

『次世代技術で未来を拓く』 

株式会社インターネット総合研究所 代表取締役 藤原 洋 氏 

インフォテリア株式会社 代表取締役 平野 洋一郎 氏 

株式会社アキブシステムズ CTO 中山 秀人 氏 

スパイバー株式会社 取締役副社長 菅原 潤一 氏 

ナイトライド・セミコンダクター株式会社 代表取締役 村本 宜彦 氏 

休憩 （20 分） 

3:00～5:00PM 

≪パネルディスカッション≫ 

『突破力が拓く次の 10 年』 

株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役 南場 智子 氏 

株式会社オプティム 代表取締役 菅谷 俊二 氏 

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 代表取締役 菅野 隆二 氏 

〔モデレーター〕慶應義塾大学インキュベーションセンター所長 國領 二郎 

3:50～5:30PM 

≪座談会≫ 

『ベンチャーキャピタリストが語り合う Ⅲ 

～不況下におけるＶＣ投資戦略～』 

九州ベンチャーパートナーズ株式会社 取締役 水口 啓 氏 

インフィニティ・ベンチャーズＬＬＰ 代表パートナー 小林 雅 氏 

〔司会〕 NTVP 代表 村口 和孝 5:05～5:45PM 

≪特別イベント≫ 慶應ビジネススクール報告会 

『起業体験プログラムに参加して ～成功ベンチャーの条件～』 ≪クロージング≫ 

慶應義塾大学 知的資産センター所長 羽鳥 賢一 

NTVP 代表 村口 和孝 

 

 


