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エンデバー・ジャパン 

ファウンディング・ボードメンバー 一覧 
 
（五十音順）

 
 
株式会社ネクスト 代表取締役社長（4月 1日より株式会社 LIFULL代表取締役社長） 
井上高志 

私個人の人生の目標は「世界平和」と「人類の幸福」です。 エンデバーは志ある起業家
の支援とグローバル展開へのパスが拓かれるという素晴らしい役割を担える活動であ
り、ペイフォワードの精神を持った起業家が数多く輩出されることは、世界平和へ大き
く貢献できる一助になると確信しています。その一員として私も貢献してまいります。 

 
Edinburgh Enterprise代表取締役社長 
ポール・クオ 

「昔の日本からソニーやトヨタ、マツダが生まれたように、日本の起業家にもっと元気
になってもらいたい。」エンジェル投資を行う身として、以前から持っていた想いと重
なり、日本経済のこれからを担う若者たちの起業家精神育成のためにエンデバー・ジャ
パンの活動に参加しました。日本国内から元気な起業家が多く生まれ、次の世代にも影
響を与えるような良い輪が広がるよう、若者たちを一層応援してまいります。 

 
BEENOS株式会社 ファウンダー／BEENEXT PTE. LTD. ファウンダー兼マネージングパートナー 
佐藤輝英 

世界中の様々なことや仕組みが根本的な転換期を迎えている昨今、起業家が果たす役割
がますます大きくなってきていることを感じます。地球規模に広がるエンデバーのネッ
トワークと、エンデバー・ジャパンを支える素晴らしいボードメンバーの皆さんととも
に、日本発のスタートアップを世界につなげていくお手伝いをしたくこの活動に参加し
ました。日本のスタートアップの応援団として、一緒に汗をかき、ともに世界中を飛び
回り、世界に旗をたてていくお手伝いをさせていただきたいと思います。 

 
五常・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 
慎泰俊 

世界が個人の行動によって変えられる現代において、起業家が果たす役割は日に日に大
きくなっていくなか、私たちは世界で活躍する起業家を一人でも多く支援することを目
指します。私自身もまだ起業したての若輩者ですが、公益セクターに長く関わってきた
者として、この事業の成長に貢献したいと思っています。 
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Mistletoe株式会社 代表取締役社長兼 CEO 
孫泰蔵  

日本には世界に貢献できることがたくさんあります。起業家を支援するグローバルなネ
ットワークであるエンデバーを通じて日本のスタートアップが世界へと羽ばたき、世界
の様々な課題解決に貢献することを応援したいと思っています。 

 
フォーブスジャパン 代表取締役 CEO兼編集長／D4V ファンダー兼 CEO 
高野真 

少子高齢化で需要減退が予測される日本において新規産業の創世が急務です。その重要
なカギを握っている日本のベンチャー業界はいまだ未成熟といわざるを得ません。日本
で本格的なユニコーンが育つためには世界的規模でのベンチャーの育成が必要です。エ
ンデバーはこれまで誰も成し得なかった世界的視点で日本のベンチャー企業を育てる重
要な架橋となると信じています。 

 
株式会社ジェイアイエヌ（4月 1日より新会社名 株式会社ジンズ） 代表取締役社長 
田中仁 

人とモノが動く時、そこには"起業家"という存在が不可欠です。遥かなる歴史を眺めた
時、今ここにある世界に目を向けた時、大きな転換を生むのはいつも「ここにはない何
か」を求める起業家である。その確信は、いつも私の真ん中にあります。そんな起業家
をこれからも応援していきたいと考えています。 

 
ISAK 発起人代表／株式会社お金のデザイン ファウンダー／D4V合同会社 ファウンダー 
谷家衛 

私は、各自が宇宙が善くなる方向に自分を表現することが、自分にとっても社会にとっ
ても一番良いと考えています。 その意味で、起業家になり、仲間を集めて会社を大きく
していくことは、自分も周りの人も自分を表現して面白い人生を歩む為の一番良い方法
の一つであり、今の世界にとって、最も必要なことだと思います。エンデバーの素晴ら
しい仲間と一緒に、起業家をサポートして循環するエコシステムを作ることは、まさに
それを実現することだと思い、そこに貢献できればと思います。 

 
Atomico マネージングパートナー 
田村裕之 

日々、各国の素晴らしい起業家とともに仕事をしている中で、母国である日本の起業家
が生み出すイノベーションの普及に貢献できる機会を求め、エンデバー・ジャパンに参
加しました。エネルギーに満ち溢れたボードメンバーとともに、主役である起業家の
方々をサポートできればと思っております。 

 
マネックスグループ株式会社 CEO 
松本大（チェアマン） 

起業とイノベーションには、社会を良い方向に変えていく力があると信じています。エ
ンデバーはこの起業とイノベーションのエコシステムを世界各地にローカルに造り、更
にグローバルなエコシステムにも繋いでいく活動です。それは私のライフワークにも通
ずるものであり、エンデバー・ジャパンの立ち上げに参画しました。エンデバー・ジャ
パンを通して、素晴らしいボードメンバーの方々とも出会い、私個人にとっても既に大
きな財産となっています。後世と世界に貢献するような起業家の発掘と支援に努めてま
いります。 
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ヤフー株式会社 上級執行役員 
宮澤弦 

この時代に生まれてきたひとりの人間として、私自身、イノベーションを通じて人類の
進化・発展に少しでも貢献したいと思い、日々生きてきました。人類の歴史とは、そう
やって命のある限り、それぞれの世代において少しずつ進化発展のたすきを次の世代に
つないできた歴史だと思っております。グローバルな起業家支援ネットワークであるエ
ンデバーの活動を通じて、多くの素晴らしい日本の起業家がこの時代の社会の進化・発
展に貢献し、未来にたすきをつないで行く、そんなお手伝いをボードメンバーの皆様と
一緒に出来ればと思っております。 

C Channel株式会社 代表取締役 
森川亮 

日本には素晴らしいものがたくさんあるし、もっともっと世界に残すべき考え方もあり
ます。それらを起業家を通じて世界に伝えられるような活動をしたいと思いエンデバ
ー・ジャパンに参加しました。私自身も起業家として一緒に体現したいと思っていま
す。 

 
SMFLキャピタル株式会社 代表取締役社長兼 CEO（4月 1日よりビザ・ワールドワイド・ジャパン株
式会社 代表取締役） 
安渕聖司 

私は、イノベーション、未知へのチャレンジ、一人一人の一見小さいかもしれない動き
が、社会を、そして大きくはこの世界を変えると信じています。一滴一滴の水が集ま
り、流れとなり、大河となるわけです。日本には多くのポテンシャルがあり、タレント
が存在し、新しいアイデアを生んで形に出来ると思います。そんな起業家達の活動を、
応援し、支援し、広げていくことが、今の時代の経営者としての大きなミッションであ
ると思い、エンデバー・ジャパンに参画しました。素晴らしいボードメンバーの皆さん
から、私も多く学んで、進化することができると思っています。日本と世界をつなぎ、
イノベーションで世界を変える活動に私自身少しでも貢献できるよう、力を尽くしま
す！ 

 
アイスタイル 代表取締役社長兼 CEO 
吉松徹郎 

かつて人類史上類を見ない位、今起業家が世界の流れを変えようとしています。その起
業家を育てつなげていくエンデバーの活動を聞いたとき、僕自身すごくワクワクしまし
た。これから始まるエンデバー・ジャパンを通じて、より多くの日本起業家が世界につ
ながり世界を変えていくことを応援し、彼らと共に世界をよりよく変えていくお手伝い
をしていきたいと思います。 
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Endeavor Japan 
Founding board member list 

(In syllabary order) 

 
 
Takashi Inoue 
CEO, NEXT Co., Ltd. (President and CEO, LIFULL Co., Ltd. from April 1st); 

My personal lifetime goals have always been “World Peace” and “Human Happiness.” Endeavor, I 
believe, is a wonderful activity with a goal to give support to entrepreneurs with a strong vision and 
also to lead them to the global stage. I am sure that entrepreneurs with the “Pay it forward” spirit, the 
kind of entrepreneurs Endeavor hopes to support, will significantly contribute to the world peace. I am 
honored to be part of such a movement. 

 
Paul Kuo 
CEO, Edinburgh Enterprise; 

“Like Sony, Toyota and Matsuda who were born in Japan, I hope to current and future Japanese 
entrepreneurs will be filled with energy.” I have joined Endeavor Japan to promote the entrepreneurial 
spirit among the young generation who will be responsible for the future of the Japanese economy. This 
is what I have been thinking as an angel investor myself and it aligns perfectly with Endeavor’s mission. 
I would like to support the young generation more than ever to produce many energetic entrepreneurs 
from Japan and grow an ecosystem that will be the base of the next generation. 

 
Teruhide Sato 
Founder, BEENOS, Inc / Founder and Managing Partner, BEENEXT PTE.LTD.; 

In today’s world where everything around the world is on the verge of change, I feel that the role played 
by entrepreneurs is becoming more crucial than ever. I joined Endeavor as I wanted to contribute to 
connecting Japan-originating start-ups to the world, utilizing the global scale of Endeavor’s network 
and working our talented members. Traveling tirelessly all over the world together with entrepreneurs 
as one of the many proponents of Japanese start-ups, I would like to assist entrepreneurs on their 
journey of global expansion. 

 
Taejun Shin 
Founder & CEO, Gojo & Company, Inc.;  

The role of entrepreneurs is getting larger day by day, as the world is becoming a place where an action 
by a single individual can make an enormous impact on it. It is a privilege for me to have an opportunity 
to support entrepreneurs expanding their business globally. As an entrepreneur who devoted my time 
in both social and business fields, I would like to make a unique contribution to the organization.  
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Taizo Son 
Representative Director/ President & CEO. Mistletoe, Inc.  

There are a great number of ways Japan can contribute to the world. Through Endeavor, a global 
network that supports entrepreneurs, I would like to be greatly involved in connecting Japanese start-
ups to the world and giving solutions to the various problems we see in our world. 

 
Makoto Takano 
CEO and Editor-in-chief, Forbes JAPAN / Founder & CEO, D4V; 

The creation of new business is an urgent need in Japan where we are facing declining demand as result 
of an aging population. Yet, I must say that the venture capital industry in Japan, which I believe can be 
a solution to such a problem, is still at a very early stage. Endeavor, I truly believe, can be an important 
project that can nurture Japanese venture firms with a global perspective like no one has ever done 
before. 

 
Hitoshi Tanaka 
President, CEO & Representative Director, JIN CO., LTD.(President & CEO, JINS Inc. from April 1st); 

The existence of entrepreneurs is essential everywhere there is any kind of movement of people and 
goods. If you look back into distant history or even at the modern day, any big changes in the world 
have always been made by entrepreneurs who tirelessly seek to create “what doesn’t exist today.” I 
have always admired such entrepreneurs in my life. 

 
Mamoru Taniya 
Representative Founder, ISAK / Founder, MONEY DESIGN Co, Ltd / Founder, D4V; 

I believe that the best is if every human tries to express oneself to lead the universe to a better 
direction. In that sense, becoming an entrepreneur and growing your business by gathering people is 
surely the best way for you and also other people to express oneself and live a life with bountiful joys. I 
believe that is what is most needed in today’s world. I joined Endeavor because I thought that Endeavor 
was one way to achieve this wish where I can work with such a great group of people and support the 
entrepreneur ecosystem. 

 
Hiro Tamura 
Managing Partner, Atomico 

Everyday, while working with wonderful entrepreneurs from different countries, I have been seeking the 
opportunity to contribute to spreading the innovation that Japanese entrepreneurs are generating. I am 
excited to support the entrepreneurs from my home country of Japan with the board members who 
share the same passion. 

 
Oki Matsumoto 
CEO, Monex Group, Inc. 

I believe that entrepreneurship and innovation have the power to change the world into a better place. 
Endeavor builds this ecosystem at the local level all over the world and networks it globally. My belief 

and Endeavorʼs mission aligns perfectly, therefore I decided to be a founding member of Endeavor Japan. 

Through Endeavor, I have met all the wonderful board members and it already became a great asset for 
me. We will contribute to selecting and supporting high-impact entrepreneurs for next generation and 
for the world. 
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Gen Miyazawa 
Executive Corporate Officer EVP, Yahoo Japan Corporation  

As a human born in this era, I myself wished to contribute even a little to the evolution and 
development of human beings through innovation. As long as there is life, I believe that the of evolution 
and development of mankind gradually connects each generation to the next.  I wish to help pass the 
baton to the future with the other board members through the activities of Endeavor, a truly global 
entrepreneurship support network, helping Japanese entrepreneurs contribute to the development and 
evolution of the world. 

 
Akira Morikawa  
CEO, C Channel Corporation 

There are many wonderful things in Japan. There are also many Japanese ways of thinking that should 
be broadcast to the world more. I have joined Endeavor as an entrepreneur myself in order to spread 
these ideas further into the world. 

 
Seiji Yasubuchi 
President & CEO, SMFL Capital Co. Ltd.  (CEO, Visa Worldwide Japan inc. from April 1st) 

I believe that innovation, venturing into the unknown, and the seemingly small movements of each 
person will greatly change society, and will change the world in the end.  Drops of water gather, then 
flows, and finally becomes a big river. There are many talented individuals in Japan who generate new 
ideas. I joined Endeavor Japan because I would like to support and grow this movement, something that 
is very important to today’s management. While I learn from the other board members, I will also 
provide my knowledge and skill to connect Japan to the world and change the world through 
innovation. 

 
Tetsuro Yoshimatsu 
President and CEO, istyle Inc.  

Entrepreneurs are now change the world more than ever before. When I first heard of Endeavor’s 
mission to select, network, and support high-impact entrepreneurs, I was so excited. Through our 
activities in Japan, I would like to be part of making the world better in collaboration with these great 
Japanese entrepreneurs. 

 


