
日時 

2014 年 6 月 26（木）、27 日（金） 

会場 

コンラッド東京 

〒105-7337 

東京都 港区 東新橋 1-9-1 

 

「新しい日本」でのビジネスチャンス 
この 2 年の間に、日本経済は大きな変容を遂げました。株式市場は活況となり、輸出も増加、

アジアの新興市場の一時的なリスク回避地としても魅力ある投資先 とみなされるようになりま

した。年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）がポートフォリオの分散化や、プライベー

ト・エクイティへの投資を検討してい るというニュースは、新しい資本性資金の提供者を模索

している日本国内・外のプライベート・エクイティ運用機関（GP＝ジェネラル・パートナー）

にとっ て、今までの流れを大きく変える「ゲーム・チェンジャー」となりうる動向であり、日

本のプライベート・エクイティ市場は世界中から関心を集めています。し かしながら、旧態依

然とした企業慣行から産業構造変革は遅々として進まず、今後の経済成長が持続可能なものに

なるのか、もしくはこの状態が今後数年続くの かどうかという判断が難しくなっています。 

>> 最新のプログラムとスピーカーに関する情報をご覧ください。 

主な理由： 

 アベノミクスにより、日本の現状の企業慣行が改革され、日本の国際競争力の強化につ

ながるのかどうかを議論します。 

 プライベート・エクイティ投資に関する年金積立金管理運用独立行政法人の最新動向情

報が得られます。 

 グローバル市場で日本企業が何を提供出来るか、世界における日本の影響力をいかに新

しいものにできるかを探究します。 

 国内の投資家がオルタナティブ資産への投資を増やしている理由、そして外国人投資家

が日本へ投資をする際に何を追求しているのかを検証します。 

 日本のベンチャー・キャピタル業界が今後どのように発展し、最も魅力的な出口戦略の

選択肢を特定していくのか、そして新規株式公開（IPO）が今後も話題の中心となって

いくのかを解説します。 

http://www.conradtokyo.co.jp/
http://www.avcjjapan.com/jp/static/programme
http://www.avcjjapan.com/jp/speakers


日本ベンチャー・フィランソロピー基金(JVPF)の寄付者の皆様及びプロボノパートナーの皆様に

限り、フォーラム参加の標準料金より 10%割引させていただきます（US$200 の節約）。 

今すぐオンラインでご登録を 

E メールからのご登録は audrey.reisdorffer@incisivemedia.com まで 

お電話からのご登録は+852 3411 4706 までお願い致します 

東京でお会いできますことを楽しみにしています。 

Audrey Reisdorffer 

Marketing Manager 

Asian Venture Capital Journal I Incisive Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://incisive-events.cvent.com/events/avcj-private-equity-venture-forum-japan-2014/registration-397f6c2c6f524b08b1dee1a6bcdac582.aspx?r=41722dc4-277d-47d1-b81a-2d631bb46973
mailto:audrey.reisdorffer@incisivemedia.com


Date 
26-27 June 2014 
 
Venue 
Conrad Tokyo 
1-9-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7337, Japan  

 

Prospering in the New Japan 
Japan's economy has undergone a transformation during the past two years and the country is 
beginning to be viewed as an attractive investment destination boasting a high-performing stock market, 
growing exports and a welcomed respite from the risks present in Asia's emerging markets. The news 
that the Government Pension Investment Fund (GPIF) is looking to diversify its portfolio and invest in 
private equity is a move that would be a game-changer for both domestic and international GPs looking 
for new sources of capital and has created global interest in Japanese private equity. However the 
inability to perform structural changes to the nation's inflexible corporate practices still remains and the 
jury is out on whether growth will be sustainable and remain for some years to come. 

More information about the Forum is available at www.avcjjapan.com  

Key reasons to attend:  

 Discuss  whether Abenomics will succeed in reforming Japan's corporate practices and making 
the country more competitive globally  

 Hear the latest on the Government Pension Investment Fund's plan for investing in private 
equity  

 Discover what Japanese companies have to offer in overseas markets, and how can Japan Inc. 
build its global influence anew  

 Find out the factors that are causing domestic LPs to increasingly commit to alternative assets 
and examine what foreign LPs looking for when they invest in Japan  

 Understand how Japan's VC industry can continue to perform and identify the most appealing 
exit options and if IPO's will continue to dominate the conversation 
 

JVPF members enjoy an exclusive 10% DISCOUNT off the standard rate to attend the Forum (a savings of 
US$200).  

Register online now, by e-mail at audrey.reisdorffer@incisivemedia.com or calling +852 3411 4706   

We look forward to meeting you at the Forum! 

Kind regards, 

Audrey Reisdorffer 

Asian Venture Capital Journal I Incisive Media 

http://www.conradtokyo.co.jp/
http://www.avcjjapan.com/
https://incisive-events.cvent.com/events/avcj-private-equity-venture-forum-japan-2014/registration-397f6c2c6f524b08b1dee1a6bcdac582.aspx?r=41722dc4-277d-47d1-b81a-2d631bb46973
mailto:audrey.reisdorffer@incisivemedia.com

