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2020 年 6 ⽉ 1 ⽇
株式会社インフィニティベンチャーズサミット

挑戦者が集う国内最⼤級のスタートアップカンファレンス「IVS」
過去最⼤規模で完全オンライン開催
WEIN 挑戦者 FUND 溝⼝⽒、DRONE FUND/千葉道場ファンド 千葉⽒、EastVentures ⾦⼦⽒
が新たにボードメンバーとして就任︕

株式会社インフィニティベンチャーズサミット（住所︓東京都港区、代表︓島川敏明） は
挑戦者が集う国内最⼤級のスタートアップカンファレンス「Infinity Ventures
Summit 2020(以下、IVS 2020)」(URL︓https://www.ivs.events )を、完全オンライン
かつ過去最⼤規模で 2020 年 7 ⽉ 30 ⽇(⽊)、7 ⽉ 31 ⽇(⾦)に開催いたします。
今回開催にあたり WEIN 挑戦者 FUND 代表パートナー 溝⼝勇児⽒、Drone Fund
代表パートナー/千葉道場ファンド 代表取締役 GP 千葉功太郎⽒、East Ventures
パートナー ⾦⼦剛⼠⽒の 3 名が新たにボードメンバーに就任致しました。
挑戦者が集う国内最⼤級のスタートアップカンファレンス IVS は今年で 13 年⽬を
迎えました。これまで、経営者が集いその場で投資や業務提携が決定するスタートアップ
カンファレンスとして皆さまに参加いただいております。しかし、新型コロナウィルス
感染症の影響で世界経済が混沌とし、各カンファレンスが中⽌になるなか、私達が提供

したいと願っている出会いと機会を途絶えさせないよう、オフラインを超える体験を
提供するオンラインカンファレンスとして開催することを決定いたしました。
今回、新たに「次世代の、起爆剤に。」というミッションを掲げ、新⽣ IVS として体制
を⼀新しました。新⽣ IVS を率いるのは今年 1 ⽉ IVS の法⼈化にともない CEO に
就任した 27 歳の島川敏明です。過去島川は、ライブ配信アプリを提供する株式会社
17 Media Japan の⽴ち上げを⾏い、創業メンバーとして 2 年間で⽇本のライブ配信
業界において売上 1 位を達成しました。新たな挑戦として、IVS の若⼿ CEO に就任
し起業家のための新しい IVS を創るため尽⼒しております。
また、新⽣ IVS の新たな取り組みに共感し、WEIN 挑戦者 FUND 代表パートナー
溝⼝勇児⽒、Drone Fund 代表パートナー/千葉道場ファンド 代表取締役 GP 千葉
功太郎⽒、East Ventures パートナー ⾦⼦剛⼠⽒の 3 名がボードメンバーとして
参画しました。
なお、開催⽇は歴史に残るイノベーターであり挑戦者であるエジソンが蓄⾳器を発明
し、特許登録した 7 ⽉ 31 ⽇を最終⽇とし、2020 年 7 ⽉ 30 ⽇(⽊)、7 ⽉ 31 ⽇(⾦)
となります。
■ 新⽣ IVS 「IVS2020 5 つの約束」
挑戦者が集う国内最⼤級のスタートアップカンファレンス IVS2020 は、初の完全
オンラインで開催いたします。5 つの約束を掲げ過去最⼤規模、過去最⾼クオリティ
での開催を実現します。
1．過去最多のセッション数
2．過去最⾼の IVS LaunchPad
3．過去最⾼に豪華なスピーカー
4．過去最⼤規模のネットワーキング
5．IVS 参加者限定オンラインコミュニティ
1．過去最⼤数のセッション数
これまでの IVS での最⼤セッション数は、IVS2019 Summer Kobe の 28 セッション で
すが、今回 IVS2020 では、2 ⽇間で 2 倍強の「60 セッション」を実施いたします。
2．過去最⾼の LaunchPad（ローンチパッド）体験
IVS LaunchPad はスタートアップの登⻯⾨として新規プロダクトを発表する場です。
過去には freee、Wantedly、クラウドワークスなどが登壇しており、この場に出場した
多くの企業がビジネスを加速させています。今回は、これまでの IVS LaunchPad を
超える体験をお届けし、厳しい環境に負けない、ビジネスをさらに加速する場を提供
してまいります。

3．過去最⾼の豪華なスピーカー
オンラインでの開催により、従来の IVS では実現しえなかった登壇者・審査員にご参加
いただくことが可能になりました。⽇本国内だけでなく、海外在住の著名な経営者にも
ご登壇いただく予定です。コロナ時代を⽣き抜く経営や⼿法などについてお話し
いただき、時代を切り拓く若きスタートアップ経営者たちが、先⼈たちから学ぶ機会
を提供します。
4．過去最⾼の新しいつながりの創造サポート
開催にあたって、IVS はオフラインでしかできないと思われる偶然の出会い、⼿触り感
のあるコミュニケーションやネットワーキングをオンラインにて実現します。また、
オンラインならではの価値を提供し、リアルを超えるオンラインカンファレンスを実現
します。具体的には、Zoom や Slido、Slack、Remo などのツールを利⽤し、臨場感
や双⽅向性を⾼めるとともに、ニーズに合ったマッチングを⾏います。
5. 過去最⾼の新しい学びを提供
過去最⼤の ForbesU30 選出者や NEXT ユニコーン選出企業の参加が決まっており、
彼らと⼀緒に最⾼の学びの場を提供いたします。

■ 新ボードメンバー
・WEIN 挑戦者 FUND 代表パートナー/Co-Founder 溝⼝勇児⽒
⾼校在学中からトレーナーとして活動し、今⽇までプロ野球選⼿やプロバスケット
ボール選⼿、芸能⼈等、延べ数百⼈を超えるトップアスリート及び著名⼈のカラダ
作りに携わり、またコンサルタントとして数多くの新規事業の⽴ち上げや企業の再建
を担い、予防・ヘルスケア・ウェルネス分野での経験、知⾒を蓄積。
2012 年に FiNC Technologies を設⽴し、代表取締役社⻑ CEO に就任。総額 150 億
円超の資⾦調達をした後、2019 年 12 ⽉に代表取締役社⻑を退任。2020 年 4 ⽉より
国際 NGO ジャパンハートアドバイザー就任。WIRED INNOVATION AWARD2018
イノヴェイター20 ⼈、⽇経ビジネス「若⼿社⻑が選ぶベスト 社⻑」に選出。
・Drone Fund 代表パートナー/千葉道場ファンド 代表取締役 GP 千葉功太郎⽒
慶應義塾⼤学環境情報学部卒業後、株式会社リクルート（当時）に⼊社。株式会社
サイバード、株式会社ケイ・ラボラトリーを経て、2009 年株式会社コロプラに参画、
同年 12 ⽉に取締役副社⻑に就任。採⽤や⼈材育成などの⼈事領域を管掌し、2012 年
東証マザーズ IPO、2014 年東証⼀部上場後、2016 年 7 ⽉退任。国内外のインターネット
やリアルテック業界のエンジェル投資家（スタートアップ 60 社以上、ベンチャー
キャピタル 40 ファンド以上に個⼈で投資）であり、2017 年 6 ⽉からは Drone Fund

の創業者／代表パートナーを、2019 年 10 ⽉からは千葉道場ファンドのジェネラル
パートナーを務める。 2019 年 4 ⽉より慶應義塾⼤学 SFC 招聘教授に就任。
⼩型ビジネスジェット機「ホンダジェット」の国内顧客第 1 号でありながら、2020
年 6 ⽉、航空パイロット免許も取得。
・East Ventures パートナー ⾦⼦剛⼠⽒
学⽣時代より独⽴系 VC でのインターンを経験し、2014 年新卒で株式会社ジャフコに
⼊社。 その後、シード特化の独⽴系 VC である East Ventures に転籍しパートナー
を務める。East Ventures では、業種、業態問わず若⼿起業家の創業した IT スタート
アップを中⼼に年間数⼗社のシード新規投資を実⾏。担当投資先は国内外で 100 社以上。
またファンドレイズやコーポレート、バックオフィス業務も⼀部担当。各社の持つ知⾒
の共有やネットワーキングを⾏うことで、VC 業界全体の底上げを⽬指す、国内の主要
VC および個⼈投資家で組織される「Startup Investor Track（SIT）」幹事メンバー。
■ Infinity Ventures Summit 2020 開催概要
開催⽇: 2020/7/30(⽊) 15:00-21:00 (Session + Networking)
21:00-24:00 (Night Session + Networking Party)
2020/7/31(⾦) 10:00-21:00 (Session + LaunchPad + Networking)
21:00-24:00 (Night Session + Networking Party)
会場︓ Zoom 等を活⽤しオンラインにて開催
主催︓ 株式会社インフィニティベンチャーズサミット
参加予定⼈数: 800 名予定
参加費︓ 50,000 円（税込）（通常 154,000 円（税込）を今回オンライン化により特別価格にて実施）
募集⽅法︓完全招待制（新規の参加希望の⽅は、下記応募フォームから、過去参加者
の他推、⾃⼰推薦でお願いします。）
応募フォーム︓https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctNLjguJDYMoGOvMbOv0a6APU3P02tE0Gwmj_AAhTRskOzug/viewform

コーポレートパートナー（協賛企業）問い合わせページ︓

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Z8wTJvnlwDuMtKUFeXYcc1IRRjweROua9f_LSJQrl6NUzw/viewform?fbclid=IwAR0HvoFoHy5Z1r6xPp4RhEGSuSaykiwRkkupQ6ca2NehShl0JRgH09IXCU

IVS LaunchPad 応募フォーム︓http://ivs-launchpad.mystrikingly.com/
■ 参加者属性
・⼤企業の経営者・経営幹部
・スタートアップ創業者
・主要メディア・アナリスト
・独⽴系 VC・CVC
・その他投資家
・コーポレートパートナー(協賛企業)

その他、詳細のセッション内容やプログラムは随時、こちら(https://www.ivs.events)
より発表致します。また、ご参加をご希望される⽅や、報道関係者の皆様は、下記記
載の問い合わせ先よりご連絡ください。
【株式会社インフィニティベンチャーズサミット】
代表取締役
島川敏明（しまかわ としあき）
所在地
東京都港区芝公園
設⽴︓
2020 年 1 ⽉ 24 ⽇
web サイト︓ https://www.ivs.events
株式会社インフィニティベンチャーズサミット 代表取締役社⻑ 島川敏明
Infinity Ventures LLP プリンシパル。株式会社 Infinity Ventures Summit
CEO。株式会社 17Media Japan 経営企画室 室⻑。
⼤阪⼤学⼤学院⽣命機能研究科卒。理化学研究所で分⼦⽣物学/神経学の研究に従
事。2017 年インフィニティベンチャーズ LLP に⼊社し、投資活動に加え、IT 企業
の経営者層が約 700 名参加する招待制カンファレンス「Infinity Ventures
Summit（IVS）」の運営や⽇本最⼤のライブ配信アプリを提供する株式会社 17
Media Japan の⽴ち上げを⾏う。17 Media Japan では創業メンバーとして 2 年間
で⽇本のライブ配信業界において売上 1 位を達成する。2020 年株式会社インフィニティ
ベンチャーズサミットの CEO に就任。起業家のための新しい IVS を創るため奔⾛中。

※記載されている会社名・商品名についても、各社の商標または登録商標です。

報道関係者からの問い合わせ先
株式会社インフィニティベンチャーズサミット
担当︓ 瀧本／尊⽥
TEL ︓ 090-2300-5942
E-mail︓ivs-office@infinityventures.com

