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2021年6月吉日

一般社団法人G1 代表理事
グロービス経営大学院 学長

グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

堀 義人

第7回G1ベンチャーへのご参加ありがとうございました！

首都圏の緊急事態宣言が延長となる中、感染症対策を万全に施し、2年ぶりとなるG1ベンチャーを初めてリアル
とオンラインのハイブリッド形式にて開催することができ、とても良かったです。

朝から夕方まで頭をフル回転させて熱量の高い素晴らしいセッションで多くの議論を交わし、大いに学び、交流
し、刺激を受けた一日となりました。ご参加・ご登壇・ご協賛いただいたすべての皆さんに感謝申し上げます。
m(__)m

今回は、リアル200名、オンライン100名、計300名を超える皆さんにご参加いただきました。そして、78名もの
方に初参加をいただきました。30歳以下創業2年以下の有望なスタートアップを増やそうということで、ボードで
議論し、 コミュニティの新陳代謝を図りました。

冒頭の挨拶で紹介した4つの目玉の観点から、G1ベンチャーを簡単に振り返ってみたいと思います。

一つ目がテーマです。「GAFAMらに打ち克つ戦略と遂行力」という統一テーマのもと、第1部全体会では、西村
大臣、経団連副会長の南場智子さん、国連特使兼テスラ取締役の水野さん、第2部全体会では、米国本丸での戦い
方をGCPの高宮がモデレートして、メルカリ小泉さんとスマニューの鈴木健さんに登壇いただきました。

「世界の課題解決を明確なミッションにする」「競争優位を守る唯一の方策は圧倒的なスピードだ」「既存の常
識にとらわれず、やれると信じて変革を起こす」など、僕ら起業家の視座を高める多くの示唆がありました。

二つ目が、分科会セッションです。各分野でトップを走るボードメンバーが厳選したパネリストとともに議論し
ました。分科会は、テクノベート戦略（V）・アライアンス（A）・テクノロジー（T）、組織論（O）、経営（M
）という5つのトラックを、午前1つ午後に3つ、合計20セッション開催されました。急遽登壇が決まった落合陽一
さんを含む豪華なパネリストの皆さんで議論しました。

三つ目が、ランチタイムピッチです。今年多く参加していただいた、創業2年以内またはU-30の若手起業家から、
10名の新進気鋭の起業家の皆さんにその戦略と志をピッチ形式で発信してもらい、たくさんの刺激を受けました。
カフェカンパニーのお弁当も美味しかったですね。（＾＾）

四つ目が、2年ぶりとなったG1メディアアワードです。「創造と変革部門」でLINEとの統合を実現し新たなメデ
ィアを創造するヤフーの川邊さん、そして「海外発信部門」では、長年にわたって日本からグローバルに発信し
続けているNHKワールドの高井国際放送局長、「特別賞」では、まさに現代の新たなメディアをクリエイトして
いるUUUMの鎌田さんに受賞いただきました。

一日を通じて本当に多くの知的な刺激を受けまくったG1ベンチャーでした。僕らG1ベンチャーのコミュニティに
集う起業家が皆成長し、社会に新たな価値を提供し、イノベーションを生み出し、雇用を増やし、富を創出して
社会を豊かにして、次世代のロールモデルになることこそが、日本経済に貢献することになると思います。来年
また、お互いに成長した姿で（可能ならばマスクを外して）、皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
(＾＾)/

最後に、スポンサーいただいた皆さんに深く御礼申し上げます。皆さんのご協賛のお陰で、ハイブリッド形式で
感染症対策も万全に開催することができました。今後とも継続的なご支援・ご協力をよろしくお願いします。



辻 庸介 氏

株式会社マネーフォワード
代表取締役社長CEO

アドバイザリー・ボード
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赤川 隼一 氏

株式会社ミラティブ
代表取締役

出雲 充 氏

株式会社ユーグレナ
代表取締役社長

梅澤 高明 氏

A.T.カーニー株式会社
日本法人会長
CIC Japan 会長

岡島 礼奈 氏

株式会社ALE
代表取締役社長

楠本 修二郎 氏

カフェ・カンパニー株式会社
代表取締役社長

里見 治紀 氏

セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役社長 グループCOO
株式会社セガグループ
代表取締役社長CEO
サミー株式会社
代表取締役社長CEO

髙島 宗一郎 氏

福岡市長

田中 良和 氏

グリー株式会社
代表取締役会長 兼 社長

内藤 裕紀 氏

株式会社ドリコム
代表取締役社長

石黒 不二代 氏

ネットイヤーグループ株式会社
代表取締役社長CEO

上野山 勝也 氏

株式会社PKSHA 
Technology 代表取締役
工学博士

岡島 悦子 氏

株式会社プロノバ
代表取締役社長

小澤 隆生 氏

Zホールディングス株式会社
取締役 専務執行役員
ヤフー株式会社
取締役 専務執行役員COO

小泉 文明 氏

株式会社メルカリ
取締役会長

髙島 宏平 氏

オイシックス・ラ・大地株式会社
代表取締役社長

高宮 慎一 氏

グロービス・キャピタル・パートナーズ
代表パートナー

西澤 亮一 氏

株式会社ネオキャリア
代表取締役

堀 義人

グロービス経営大学院 学長
グロービス・キャピタル・パートナーズ

代表パートナー

平野 未来 氏

株式会社シナモン
代表取締役

間下 直晃 氏

株式会社ブイキューブ
代表取締役社長 CEO

米良 はるか 氏

READYFOR株式会社
代表取締役CEO

山田 メユミ 氏

株式会社アイスタイル
取締役

松本 恭攝 氏

ラクスル株式会社
代表取締役社長CEO

守安 功 氏

株式会社ディー・エヌ・エー
代表取締役社長 兼 CEO



第7回G1ベンチャー 開催概要

■開催日

2021年6月13日（日）

■開催場所

グロービス東京校 & オンライン

■参加者数

312名

（リアル209名、オンライン103名）

■主催

一般社団法人G1
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オープニング・セッション
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【オープニング・セッション】
堀 義人 グロービス経営大学院 学長、グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

※登壇時のみマスクを外しました



第1部全体会
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【第1部全体会】
GAFAMらに打ち克つ政策と戦略
＜スピーカー＞
西村 康稔 氏 衆議院議員 経済再生担当大臣、新型コロナウイルス感染症対策担当大臣
＜パネリスト＞
南場 智子 氏 株式会社ディー・エヌ・エー 代表取締役会長
水野 弘道 氏 国連事務総長 特使（革新的ファイナンスと持続可能な投資担当）、米テスラ 社外取締役
＜モデレーター＞

堀 義人 グロービス経営大学院 学長、グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

※登壇時のみマスクを外しました



第2部全体会
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【第2部全体会】
米国本丸での戦い方
＜パネリスト＞
小泉 文明 氏 株式会社メルカリ 取締役会長
鈴木 健 氏 スマートニュース株式会社 代表取締役会長兼社長 CEO
＜モデレーター＞

高宮 慎一 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

※登壇時のみマスクを外しました



【テクノベート戦略】
BtoCサービスの未来

＜パネリスト＞

田中 良和 氏 グリー株式会社 代表取締役会長兼社長

中川 綾太郎 氏 株式会社newn 代表取締役

堀井 翔太 氏 株式会社スマートバンク 代表取締役

＜モデレーター＞

内藤 裕紀 氏 株式会社ドリコム 代表取締役社長

第3部分科会
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【アライアンス】
GAFAMらに打ち克つための
スタートアップ企業の新たなEXIT戦略

＜パネリスト＞

玉川 憲 氏 株式会社ソラコム 代表取締役社長

野本 遼平 グロービス・キャピタル・パートナーズ

程 近智 氏 アクセンチュア株式会社 相談役

＜モデレーター＞

石黒 不二代 氏 ネットイヤーグループ株式会社
代表取締役社長CEO

V

A

T

※登壇時のみマスクを外しました

【テクノロジー】
日本の動画配信ビジネスが描く戦略と遂行力
～GAFAMらに打ち克つ道筋とは～

＜パネリスト＞

荒木 英士 氏 REALITY株式会社 代表取締役社長
グリー株式会社 取締役 上級執行役員

住吉 政一郎 氏 株式会社ディー・エヌ・エー 執行役員
ライブストリーミング事業本部 本部長

谷郷 元昭 氏 カバー株式会社 代表取締役社長CEO

＜モデレーター＞

赤川 隼一 氏 株式会社ミラティブ 代表取締役



第3部分科会
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【組織論】
GAFAMらに打ち克つための組織のWell-being

＜パネリスト＞

小林 正忠 氏 楽天グループ株式会社 常務執行役員
Chief Well-being Officer

佐藤 光紀 氏 株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表取締役グループ社長執行役員

平尾 丈 氏 株式会社じげん 代表取締役 社長執行役員 CEO

＜モデレーター＞

岡島 悦子 氏 株式会社プロノバ 代表取締役社長

【経営】
ポストコロナを見据えた観光産業の戦略と遂行力

＜パネリスト＞

他力野 淳 氏 バリューマネジメント株式会社 代表取締役

永原 聡子 氏 デネブ株式会社 代表取締役

山野 智久 氏 アソビュー株式会社 代表取締役CEO

＜モデレーター＞

梅澤 高明 氏 A.T.カーニー株式会社 日本法人会長
CIC Japan 会長

O

M

※登壇時のみマスクを外しました



ランチ「若手スタートアップピッチ」

10※撮影時のみマスクを外しました



【テクノベート戦略】
次なるFintech Big Waveは何か？
～GAFAMらに打ち克つための新たなデータ利用戦略とは～

＜パネリスト＞

柴山 和久 氏 ウェルスナビ株式会社 代表取締役 CEO

増島 雅和 氏 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士

丸山 弘毅 氏 株式会社インフキュリオン 代表取締役社長

＜モデレーター＞

辻 庸介 氏 株式会社マネーフォワード 代表取締役社長CEO

第4部分科会
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【アライアンス】
スタートアップ主導の大企業DX

＜パネリスト＞

加藤 エルテス 聡志 氏 株式会社JDSC 代表取締役CEO

須藤 憲司 氏 株式会社Kaizen Platform 代表取締役

平野 未来 氏 株式会社シナモン 代表取締役

＜モデレーター＞

石山 洸 氏 株式会社エクサウィザーズ 代表取締役社長

V

A

T

※登壇時のみマスクを外しました

【テクノロジー】
世界で打ち克つための日本の宇宙スタートアップの戦略

＜パネリスト＞

中ノ瀬 翔 氏 GITAI Japan株式会社 / 
GITAI Inc. Founder & CEO

袴田 武史 氏 株式会社ispace Founder & CEO

Garvey McIntosh 氏 アメリカ航空宇宙局 (NASA) アジア代表

＜モデレーター＞

岡島 礼奈 氏 株式会社ALE 代表取締役社長



第4部分科会
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【組織論】
アーリーステージベンチャーキャピタルの今とこれからの展望
～GAFAMらを超えるユニコーンを生み出すには～

＜パネリスト＞

奥本 直子 氏 アンバー・ブリッジ・パートナーズ CEO 兼
マネージング・パートナー

佐藤 真希子 氏 株式会社iSGSインベストメントワークス
取締役 代表パートナー

千葉 功太郎 氏 千葉道場ファンド ジェネラル・パートナー
Drone Fund 代表パートナー／
慶應義塾大学 SFC特別招聘教授／
航空パイロット

＜モデレーター＞

高野 真 氏 リンクタイズ株式会社 代表取締役CEO 
(Forbes JAPANファウンダー）

【経営】
危機を機会に変える事業戦略の転換

＜パネリスト＞

大石 崇徳 氏 株式会社エアトリ 取締役会長

丹下 大 氏 株式会社SHIFT 代表取締役社長

藤田 恭嗣 氏 株式会社メディアドゥ 代表取締役社長 CEO

＜モデレーター＞

西澤 亮一 氏 株式会社ネオキャリア 代表取締役

O

M

※登壇時のみマスクを外しました



【テクノベート戦略】
ESGが変える企業行動と世界の未来
～GAFAMらを超えるESG経営の視点～

＜パネリスト＞

青井 浩 氏 株式会社丸井グループ 代表取締役社長

出雲 充 氏 株式会社ユーグレナ 代表取締役社長

髙島 宏平 氏 オイシックス・ラ・大地株式会社 代表取締役社長

キャシー 松井 氏 MPower Partners Fund L.P
ゼネラル・パートナー

＜モデレーター＞

藤沢 久美 氏 シンクタンク・ソフィアバンク 代表

第5部分科会
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【アライアンス】
デジタル庁とスタートアップのアライアンス
～社会のDXを加速させる戦略とは～

＜パネリスト＞

小林 史明 氏 衆議院議員 内閣府大臣補佐官

斎藤 祐馬 氏 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社
代表取締役社長

須賀 千鶴 氏 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター
センター長

＜モデレーター＞

松本 恭攝 氏 ラクスル株式会社 代表取締役社長CEO

V

A

T

※登壇時のみマスクを外しました

【テクノロジー】
GAFAMらに打ち克つための日本発ECの次なる一手

＜パネリスト＞

北川 拓也 氏 楽天グループ株式会社 常務執行役員 CDO

鶴岡 裕太 氏 BASE株式会社 代表取締役CEO

横山 直人 氏 株式会社フライウィール 代表取締役

＜モデレーター＞

湯浅 エムレ秀和 グロービス・キャピタル・パートナーズ ディレクター



第5部分科会
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【組織論】
ロジスティクスの今と未来
～GAFAMらに打ち克つための経営戦略と物流戦略～

＜パネリスト＞

島田 太郎 氏 株式会社 東芝 執行役上席常務
最高デジタル責任者

土屋 裕雅 氏 株式会社カインズ 代表取締役会長

牧浦 真司 氏 ヤマトホールディングス株式会社 専務執行役員

＜モデレーター＞

角井 亮一 氏 株式会社イー・ロジット 代表取締役

【経営】
スタートアップ×デザイン
～GAFAMらに打ち克つためのデザイン経営の手法～

＜パネリスト＞

太田 明日美 氏 D4V（Design for Ventures） Principal

澤邊 芳明 氏 株式会社ワントゥーテン 代表取締役社長

三浦 崇宏 氏 株式会社GO 代表取締役

＜モデレーター＞

田川 欣哉 氏 Takram ディレクター・デザインエンジニア
ロイヤル・カレッジ・オブ・アート 名誉フェロー

O

M

※登壇時のみマスクを外しました



【テクノベート戦略】
D2Cの現状と未来展望

＜パネリスト＞

青木 正久 氏 株式会社丸井グループ 取締役上席執行役員
共創投資部長 兼 丸井取締役、
D2C&Co.取締役

北川 卓司 氏 ベータ・ジャパン合同会社 CEO

深山 陽介 氏 株式会社Sparty 代表取締役

森 雄一郎 氏 株式会社FABRIC TOKYO 代表取締役社長

＜モデレーター＞

山田 メユミ 氏 株式会社アイスタイル 取締役

第6部分科会
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【アライアンス】
GAFAMらに打ち克つための既存産業のDX

＜パネリスト＞

稲田 武夫 氏 株式会社アンドパッド 代表取締役社長

庵原 保文 氏 株式会社ヤプリ 代表取締役

中尾 豊 氏 株式会社カケハシ 代表取締役社長

＜モデレーター＞

今野 穣 グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
最高執行責任者（COO）

V

A

T

※登壇時のみマスクを外しました

【テクノロジー】
先端ソフトウエアが駆動する、モノづくりのサイバーフィジカル融合

＜パネリスト＞

秋吉 浩気 氏 VUILD株式会社 代表取締役

大嶋 泰介 氏 Nature Architects株式会社
代表取締役/CEO

落合 陽一 氏 メディアアーティスト

那須野 薫 氏 株式会社DeepX CEO

＜モデレーター＞

上野山 勝也 氏 株式会社PKSHA Technology 代表取締役、
工学博士



第6部分科会
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【組織論】
GAFAMらに打ち克つための規制改革と競争政策

＜パネリスト＞

岡井 大輝 氏 株式会社Luup 代表取締役社長

小林 史明 氏 衆議院議員 内閣府大臣補佐官

間下 直晃 氏 株式会社ブイキューブ 代表取締役社長 CEO

＜モデレーター＞

小澤 隆生 氏 Zホールディングス株式会社
取締役 専務執行役員
ヤフー株式会社 取締役 専務執行役員COO

【経営】
ヘルスケア領域のデジタルシフトは加速するか

＜パネリスト＞

金子 和真 氏 株式会社Linc’well 代表取締役

菊池 亮 氏 ファストドクター株式会社 代表取締役（医師）

杉田 玲夢 氏 株式会社JMDC COO

高木 邦彰 氏 国際医療福祉大学・高邦会グループ 専務理事

＜モデレーター＞

福島 智史 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ
ディレクター

O

M

※登壇時のみマスクを外しました



第7部G1メディアアワード
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◆創造と変革部門
＜受賞者＞ 川邊 健太郎 氏

Ｚホールディングス株式会社 代表取締役社長Co-CEO／
ヤフー株式会社 代表取締役社長CEO／
ソフトバンク株式会社 取締役／株式会社ZOZO 取締役

＜プレゼンター＞ 平野 未来 氏
株式会社シナモン 代表取締役

◆海外発信部門
＜受賞者＞ NHKワールド JAPAN
＜プレゼンター＞ 髙島 宗一郎 氏

福岡市 福岡市長

◆特別賞
＜受賞者＞ 鎌田 和樹 氏

UUUM株式会社 代表取締役
社長執行役員 兼 CEO

＜プレゼンター＞ 里見 治紀 氏
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役社長グループCEO／
株式会社セガ 代表取締役会長CEO／
サミー株式会社 代表取締役社長CEO

※撮影時のみマスクを外しました



【第8部全体会】
G1メディアアワード受賞記念パネルディスカッション
～進化するメディアは社会をどう変えるか～

＜パネリスト＞
川邊 健太郎 氏 Ｚホールディングス株式会社 代表取締役社長Co-CEO／

ヤフー株式会社 代表取締役社長CEO ／ソフトバンク株式会社 取締役／株式会社ZOZO 取締役
高井 孝彰 氏 日本放送協会（NHK） 国際放送局長
鎌田 和樹 氏 UUUM株式会社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO

＜モデレーター＞

瀬尾 傑 氏 スローニュース株式会社 代表取締役社長

第8部全体会／クロージング・セッション

18※登壇時のみマスクを外しました

【クロージング・セッション】
アドバイザリーボードメンバー



会場の様子

19※登壇時のみマスクを外しました



会場の様子
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Gold Sponsors
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株式会社カインズ

住友生命保険相互会社



Gold Sponsors
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住友不動産株式会社

Zホールディングス株式会社



Silver Sponsors
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サンブリッジ



Bronze Sponsors
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株式会社アルビオン 株式会社ウィルグループ 株式会社ギークピクチュアズ

セガサミーグループ 株式会社ネオキャリア 株式会社マネーフォワード

株式会社丸井グループ 森トラスト株式会社 株式会社ユーザベース

麻生 巖 様



個人協賛
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赤浦 徹 様

伊藤 順朗 様

大久保 和孝 様

角井 亮一 様

金山 明煥 様

重松 路威 様

白砂 晃 様

高野 真 様

谷家 衛 様

堤 達生 様

中村 慎市郎 様

江崎グリコ株式会社

特別協力／運営協力

株式会社伊藤園

◆特別協力

カフェ・カンパニー株式会社

◆運営協力



26

多くのご支援に
心より感謝申し上げます。

一般社団法人G1


