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起業家 1,400 名をつなぐ世界最大の起業家支援コミュニティ、
一般財団法人エンデバー・ジャパン活動本格化のお知らせ

米国 NPO Endeavor（本社:ニューヨーク、以下「エンデバー・グローバル」といいます）は、このほ
ど計 14 名の日本を代表する起業家・経営者の集結により、27 番目の拠点として一般財団法人
Endeavor Japan（「エンデバー・ジャパン」といいます）を設立いたしました（両者を合わせて「エ
ンデバー」といいます）。ファウンディング ボードメンバーの経済的・時間的な支援により運営
される当財団は 3 月から活動を本格化させます。日本の有望なベンチャー企業の海外展開を支援
していくことで、世界進出を目指す起業家を中心としたエコシステム拡大を目指します。
エンデバーは、支援起業家の選出・メンタリング・資金調達援助を通じ、世界経済の中長期的な
成長に貢献する・延いては雇用拡大を生み出す起業家を支援する非営利組織です。そのネットワ
ークは、起業家の世界進出支援を時間的・金銭的に継続支援することをコミットしている世界
500 名のボードメンバーで構成されています。また、広くエンデバーに関わるメンター数は 3,000
名にのぼります。
過去 20 年において、各国経済に影響を与えるような成長可能性を持つ累計 800 社以上の起業家に
対し、4,700 件以上のメンタリング・セッションを無償で提供してきました。グローバルのボード
メンバーである LinkedIn 共同創業者のリード・ホッフマンは「持続的な経済成長は、市場にインパ
クトを与える起業家によって支えられている」と述べており、エンデバーによって選出された起
業家であるエンデバー・アントレプレナーが 2015 年に生み出した収益は 81.6 億ドル(9,300 億円)、
昨年までに創出した雇用は 60 万人にのぼります。バラク・オバマ元大統領も、2016 年 6 月に開催
された Global Entrepreneurship Summit において、エンデバーの功績に言及しています。
日本での活動本格化にあたって、初代チェアマンを務めるマネックスグループ CEO の松本大は、
次のように述べています。
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。ミッションに共感した経験豊富
な 14 名がファウンディング ボードメンバーとして参画し、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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エンデバーの調査によると、各地域のエコシステムは、核となる 4〜6 社を出身母体とする起業
家らによって行われた次世代起業家へのメンタリングや投資、人材流動等の貢献が、後世のスタ
ートアップ市場の大半に影響を与えていることが分かっています。ボードメンバーの 1 人である
株式会社ジェイアイエヌ代表取締役社長の田中仁は、次のように述べています。
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。

ファウンディング ボードメンバー14 名の集結から実に 1 年半以上の構想期間をかけて、エンデバ
ー・ジャパンは今月から本格始動します。エンデバーの支援対象になることを目指す起業家は、
国内選考会と国際選考会を全て面接官の全会一致で通過する必要があります。その難関を潜り抜
けた日本のエンデバー・アントレプレナーは現在のところ、WHILL 株式会社、ラクスル株式会
社、株式会社ユーザベース、の 3 社。エンデバーの持つ世界最大級の起業家支援ネットワークに
より、今後この 3 社の国外事業の成長加速を全面的に応援します。
Mistletoe 株式会社代表取締役社長兼 CEO の孫泰蔵は、エンデバーの活動について、次のように述べ
ています。
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。
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ボードメンバー（五十音順）：
井上高志、ポール・クオ、佐藤輝英、慎泰俊、孫泰蔵、高野真、田中仁、谷家衛、田村裕之、松
本大（チェアマン）、宮澤弦、森川亮、安渕聖司、吉松徹郎
当財団理事（五十音順）：
慎泰俊、田中仁、安渕聖司
当評議委員（五十音順）：
各務茂夫、小林りん、土井香苗
監事：
山口孝太

【本プレスリリースに関するお問合せ先】
Mail：info_japan@endeavor.org
Endeavor Japan ウェブサイト https://www.endeavorjapan.org/
Endeavor Global ウェブサイト http://endeavor.org/
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Endeavor Japan
March 24, 2017

LAUNCH OF ENDEAVOR JAPAN
WORLDWIDE NETWORK TO ACCELERATING 1,400 ENTREPRENEURS

We are excited to announce the launch of Endeavor Japan, which will help the country’s best entrepreneurs scale
their companies and grow Japan’s innovative economy. Committed to spend their time and financial resources, 14
leading entrepreneurs and business executives in Japan formed the board to found Endeavor Japan. With the
establishment of Endeavor Japan, Endeavor’s worldwide network now has 30 affiliates in 27 countries throughout
five continents.
Established in 1997 as a non-profit organizations and headquartered in the New York City, Endeavor has led the
global high-impact entrepreneurship movement and promoted economic growth and job creation by selecting,
mentoring and accelerating the growth of high-impact entrepreneurs around the world. Across its worldwide
operations, 500 board members and approximately 3,000 mentors lend their time and expertise to help Endeavor
Entrepreneurs scale their companies, create jobs and generate wealth for their economies. As Reid Hoffman,
Endeavor Global board member and LinkedIn Co-Founder and Executive Chairman, says: “Sustainable economies
are dependent on high-impact entrepreneurship.”
To date, Endeavor has screened more than 47,000 entrepreneurs and selected more than 1,400 individuals as
Endeavor Entrepreneurs, who lead over 800 high-growth companies. Selected over a long scrutinizing process,
Endeavor Entrepreneurs have created over 600,000 jobs and, in 2015, generated over US$8 billion in revenue.
Former US President Barack Obama recognized Endeavorʼs efforts at the 2016 Global Entrepreneurship Summit in
Silicon Valley.
Mr. Oki Matsumoto, Endeavor Japanʼs founding Board Chairman and CEO of Monex Group, Inc., noted his
excitement in helping to bring this model to Japan, commenting:
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 network it globally. There are 14
founding board members, who believe in Endeavorʼs mission. We will be in charge of finding and
accelerating high-impact entrepreneurs who can contribute to next generation.
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What does “high-impact” mean?

To understand the power of entrepreneurship, according to Endeavorʼs research, it only takes between four and
six high impact entrepreneurs to establish an entrepreneurial ecosystem. These entrepreneurs are able to influence
over 80% of other entrepreneurs by contributing their mentorship, inspiration or investment. This is what we call
high-impact. One Endeavor Japan board member, JIN CO., LTD. CEO Hitoshi Tanaka noted:
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.
After more than a year and a half of preparation, and the recruitment of 14 local business leaders as founding board
members, Endeavor Japan is moving into high gear. Endeavor annually screens thousands of entrepreneurs from
around the world to identify those that will make a “high impact” on their ecosystems. Candidates with the most
innovative, high-growth ventures and with the greatest promise to become future mentors and investors are
selected as Endeavor Entrepreneurs. Currently, three companies have been selected from Endeavor Japanʼs office:
WHILL, Inc., raksul, Inc., and UZABASE, Inc. Through the world biggest entrepreneurship network, Endeavor Japan
extensively supports these companiesʼ global expansion.
Taizo Son, Representative Director, President & CEO of Mistletoe, Inc., noted the value Endeavor would bring to
Japan:
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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 startups to the world and giving solutions to the various problems we see in our world.
Board Members (Syllabary order in Japanese);
Takashi Inoue, Paul Kuo, Teruhide Sato, Taejun Shin, Taizo Son, Makoto Takano, Hitoshi Tanaka, Mamoru Taniya,
Hiro Tamura, Oki Matsumoto (Chairman), Gen Miyazawa, Akira Morikawa, Seiji Yasubuchi, Tetsuro Yoshimatsu
Foundation Directors (Syllabary order);
Taejun Shin, Tanaka Hitoshi, Seiji Yasubuchi
Board of Trustees（Syllabary order);
Shigeo Kagami, Lin Kobayashi, Kanae Doi
Auditors;
Kota Yamaguchi
【For media inquiries】
Email：info_japan@endeavor.org
Endeavor Japan website： https://www.endeavorjapan.org/
Endeavor Global website： http://endeavor.org/
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