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Part I：同時通訳付き

アストリア
インベスターフォーラム
2012年9月21日（金）

会場：学士会館（２階/3階）

Part I: カンファレンスの部

午後１時開始 （受付開始午前１２時３０分）

13:00 ～ 15:45

（同時通訳付き)

カンファレンスの部では各講演者からアセットクラスの特徴、当該市場の展望などについてのご講演を予定
開始時間

全参加者対象イベント

時間

2階 202会場

12:30

受付開始

13:00

開会のご挨拶

オリエンテーション

0:05

13:05

基調講演
プライベート・エクイティ：セクター別概況と将来展望
アドベック・マネジメント ブルーノ・ラシュレー氏

0:25

13:30

ショート・プレゼンテーション：インカム戦略 (Infrastructure, Mezzanine) バルフォー・ビーティー・インフラ
ストラクチャー・パートナーズ
ロブ・グレゴー氏、 Gen2 パートナーズ
バリー・ラウ氏

0:40

14:10

ショート・プレゼンテーション：グロース戦略(Asian Growth Strategies) アジアブリッジ・キャピタル
キタン・パテル氏
KB・チャンドラセカール氏、 グレーター・パシフィック・キャピタル

0:40

14:50

機関投資家パネル：CalPERS式アロケーション・バケットについての考察・そのメリット/デメリット、合理性、
日本に合致したモデルとは？
パネラー：ニッセイアセットマネジメント
貞永英哉氏、 HCアセットマネジメント 森本紀行氏、
大和ファンドコンサルティング
峰 佳裕氏、 司会：ブライトラストPEジャパン
竹内丈二氏

0:40

0:30

ショートブレーク

15:30

0:15

(201会場)

Part II: 機関投資家/ＬＰワークショップ・懇親会の部

15:45 ～18:30

分科会では発表者から各ファンドの投資業務の特徴、投資戦略、マネジメント体制、マーケットなど総合的なお話を予定
機関投資家対象 分科会
開始時間

Growth Global

15:45
16:45
17:30

Adveq Management –
307会議室

３階会場

Growth by Regions

Income

時間

Asiabridge Capital –
307会議室

Balfour Beatty Infrastructure
Partners – 306会議室

0:45

Earlybird Venture
Capital – 309会議室

Gen2 Partners – 306会議室

0:45

懇親会 Earlybird Venture Capital によるショートスピーチ

Part III: 会食の部
18:30
*注：

（基本的な言語は英語となります）

会食

（全参加者対象） 2階201会場

1:00

18:30～20:30
2階202会場

2:00

上記プログラム内容は事前の通告なしに変更される場合もございます。あらかじめご了承ください。

Co-sponsors

Organized by

201209AIF_ProgramＪV0

Part I: カンファレンスの部

13:00 ～ 15:45

12:30
受付開始
13:00
開会挨拶
オリエンテーション
13:10 オープニングスピーチ
A Sectoral Overview on Private Equity

作成した。つい最近までは、アジア・パシフィック・マッキンゼー・
コンサルティングのシニア・アドバイザーとして活動し、金融機関
や企業向けの新規市場・新規事業レビューを担当。現在、アジ
アおよびヨーロッパの有力な金融機関の役員も務めている。

ブルーノ・E・ラシュレー氏
Bruno E. Raschle
Founder & Executive Chairman,
アドベック・マネジメント
ラシュレー氏はアドベックの全社的戦略的方
向性およびアジア圏におけるビジネス開発を
担っている。また投資コミッティーのメンバーでもある。1997年に
アドベックを設立する以前、同氏はスイスのモーター・コロンバス
にあるMCパートナーズFOFの創立者兼マネジング・ディレクター
を務めた。同氏の経験として、様々な国に於いてのスタートアッ
プ企業や、再生企業、拡張期にある企業などの実務経営経験を
有す。ラシュレー氏は建築工学修士をSwiss Federal Institute of
Technology (ETH)にて取得。また、産業工学の修士をStanford
Universityにて取得している。.

キタン・パテル 氏
Ketan Patel
CEO and Founder
グレーター・パシフィック・キャピタル
キタン・パテルはグレーター・パシフィック・
キャピタル(GPC)の代表者でありかつ創設
者として、インドと中国の高成長市場を対象にした投資会社を設
立しました。GPCは、それぞれの国や産業界、企業において強
力なアイディアと投資テーマをオリジネートする能力において高
く認められています。GPC創業の前は、ゴールドマン・サックス
(GC)においてマネージングディレクターとして、主要な企業・投
資家・政府系顧客層の戦略的相談窓口としてGCの戦略グルー
プを設立・開発の担当にあたりました。前職ではKPMG取締役と
してビジネス・トランスフォメーション戦略コンサルティングとその
展開の任にありました。

13:30
ショートプレゼンテーション：インカム戦略
Infrastructure & Mezzanine Funds
ロブ・グレゴー氏
Rob Gregor, Managing Partner
バルフォー・ビーティー・インフラストラク
チャー・パートナーズ（BBIP)
グレゴー氏は投資アドバイザリービジネス全
般の責任者である。前職では、AMPキャピタ
ル・インベスターズの欧州インフラストラクチャー部門の主席とし
て、欧州のインフラストラクチャー投資ビジネスの経営を担当し
ていた。2005年に同氏がこの業務の創設にも携っていた。グレ
ゴー氏は多数のインフラストラクチャー投資案件において投資委
員会委員を務めてきた。代表的な案件としてはCompana
Logistica de Hidrocarburos, Angel Trains, Alpha Trains,
Thames Water and the Secondary Market Infrastructure
Fund.等がある。
バリー・ラウ氏
Barry Lau , Managing Partner & CIO
Gen2パートナーズ
バリー・ラウ氏は、前職でBNPパリバ証券(香
港）のファンド・デリバティブ部門の責任者を
務め、20億米ドルの抵当権付きローンの
ポートフォリオを管理していた。また、ABM AMRO（香港・ロンド
ン）ファンド・デリバティブ・アジアの部門長としてPEファンドの創
設にも従事した。元はクリフォード・チャンスLLPロンドンの弁護
士としてプライベート・エクイティを専門に扱っていた。University
College London(法学）卒業。

14:40 機関投資家パネル：CalPERS式アロケーション・バ
ケットについての考察・そのメリット/デメリット、合理性、日本に合
致したモデルとは？
貞永 英哉氏 Hideya Sadanaga
商品開発部長
資金・外部運用部担当部長
ニッセイ・アセット・マネジメント社
1990年日本生命入社。現在ニッセイ・アセッ
ト・マネジメントで伝統的運用及びオルタナ
ティブ運用の法人・リテール向けの商品開
発・企画を主担当。併せて伝統的資産を中心としたFOF投資の
ポートフォリオ・マネージャー及び外部運用商品のモニタリング
等も担当。2011年3月までは日本生命金融投資部担当課長とし
て日本生命のPE投資、HF投資、クレジット投資の運用企画、投
資実行、管理等を担当。2003～2007年の間は日本生命の米国
運用現地法人にてPEポートフォリオの構築、1,000億円超のコ
ミットメントを主導。東京大学法学部及びミシガン大学LL.M卒業。
日本証券アナリスト協会検定会員。米国NY州弁護士試験合格。

11:40
ショートプレゼンテーション： グロース戦略
Asian Growth Strategies

森本 紀行氏
Noriyuki Morimoto
代表取締役
HCアセットマネジメント
三井生命のファンドマネジャーを経て、1990
年1月ワイアット株式会社（現タワーズワトソ
ン株式会社）に入社。日本初の事業として、
年金基金等の機関投資家向け投資コンサル
ティング事業を立ち上げる。2002年11月、HCアセットマネジメント
を設立、全世界の投資機会を発掘し、専門家に運用委託すると
いう、新しいタイプの資産運用事業を始める。東京大学文学部
哲学科卒。

KB・チャンドラセカール氏
KB Chandrasekar, Founder & CEO
アジアブリッジ
チャンドラセカール氏は、HSBCに30年
近く務めた後にアジアブリッジ・キャピタ
ルを2007年に設立。HSBCの経営戦
略・開発部門の責任者として同氏はアジアに於いて50億
ドルを超える複数のM&A案件や後に受賞されることにな
るアジア圏内の金融機関のJV案件のオリジネーションを
達成。また20カ国以上の国々のHSBCの為の成長戦略を

峰 佳裕氏 Yoshihiro Mine
年金運用コンサルティング部
年金運用コンサルタント
大和ファンド・コンサルティング
1995年大和総研入社。証券会社向けシステ
ム開発、経済・金融統計データの運用管理
業務等に従事した後、2001年より同社年金
運用コンサルティング部（改組により、現大和ファンド・コンサル
ティング年金運用コンサルティング部）にて確定給付型年金ファ
ンドに対する資産運用のコンサルティング業務に従事。立教大
学理学部卒。

Part I: カンファレンスの部
14:50 機関投資家パネル：CalPERS式アロケーション・バ
ケットについての考察・そのメリット/デメリット、合理性、日本に合
致したモデルとは？

竹内 丈二氏 （司会） Joji Takeuchi
ブライトラストPEジャパン 代表
1983年に海外経済協力基金（現国際協力機
構）に入社し開発援助に携わる。その後大手
米銀を経て、1991年、ジェネラル・リ・ファイナ

13:00 ～ 15:15

ンシャル・プロダクツ東京支店を立ち上げる。1995年に東京支
店長、1996年より香港支店長兼務、グローバル・トレーディング
共同責任者、グローバル経営委員会メンバー。2003年より株式
会社許斐にてPE、HF業務ならびにM＆Aアドバイザリー業務に
従事。2007年3月、ブライトラストPEジャパン㈱を設立し代表取
締役就任。金融商品知識、長年にわたる市場リスク・マネジメン
ト経験、海外ファンド・投資家とのネットワーク、国内およびクロ
スボーダーM&A実施経験に照らしてPEファンドを分析。東京大
学卒（国際関係論）、シドニー大学院政治学部修士。

Part II: 機関投資家・ＬＰワークショップ・懇親会 15:45 ～18:30
分科会(機関投資家対象）

開始時間

Growth Global

３階会場

（基本的な言語は英語となります）

Growth by Regions

Income

307会議室

306会議室

15:45
(45分間)

KBチャンドラセカール氏
KB Chandrasekar, Founder & CEO
アジアブリッジ
詳細は前頁参照

307会議室

309会議室

16:45
(45分間)

17:30

デービッド・シークス氏
David Seex, Head of Asia Pacific
Adveq Management HK
アドベック・マネジメント・香港
LP向け分科会 『比類稀なる投資
機会の発生地：欧州市場』

ヘンドリック・ブランディス氏
Hendrik Brandis,
Co-founder & Partner
アーリーバード・ベンチャーキャピ
タル 詳細は下記参照

ロブ・グレゴー氏
Rob Gregor, Managing Partner
バルフォー・ビーティー・インフラス
トラクチャー・パートナーズ（BBIP)
詳細は前頁参照

306会議室
バリー・ラウ氏
Barry Lau ,
Managing Partner
& CIO
Gen2パートナーズ
詳細は前頁参照
&
コナー・マクナマラ氏
Conor MacNamara, Partner
Head of Business Development,
Gen2 パートナーズ・ジャパン
詳細は下記参照

懇親会 Earlybird Venture Capital によるショートスピーチ

分科会に参加され
ない方は「多目的打
ち合わせスペース
(2階201会場) 」をご
自由にご利用いた
だけます。

（全参加者対象）

講師プロフィール (分科会)
デービッド・シークス氏 David Seex
アドベック・マネジメント・香港 アジア責任者
シークス氏は、アドベックのアジア・パシフィックの主席として、ア
ジア地域におけるIR、マーケティング、ビジネスデベロップメントの
責任者である。アドベック・マネジメント・香港のディレクター兼役
員でもある。アドベックの前職では、RAB CaitalアジアのCEOを
務めていた。その前職ではシティーグループ・オルタナティブ投資
アジアの代表でありかつ、同社の経営委員会とオペレーション委
員会のマネジメント・チーム創設メンバーとして仕えた。主な役割
としては、アジア圏における投資家層フランチャイズのビルドアッ
プに貢献した。シークス氏は、15年にわたりシティグループのロン
ドン、NYおよびアジアでは主席の再生委員としてLBOファイナン
スの組成業務に従事した。同氏はまたユナイテッド・ディスティ
ラーズPLCにて3年間アジア市場コマーシャル開発ディレクターと
して財務のトップを務めた。
ヘンドリック・ブランディス氏 Dr. Hendrik Brandis
アーリーバード・ベンチャーキャピタル
EVCAのボード・メンバー、前EVCAベンチャー・キャピタル部会会
長。投資家として、起業家としてウェブ・クラウドを活用したサービ
スやテレコム業界を中心に17年以上の経験を有する。成功事例
として特記出来る企業としてはelement 5、Digital River
(NASDAQ:DRIV)、 Dianoema (Milan: NOE.MI)、dooyoo.de to

Le Guide.com S.A等がある。また、B2X Care Solutions、nfon、
carpooling.comでは役員を務める。simfyでは取締役会長。
GMMの共同創設者。前職ではマッキンゼー＆Coにおけるパート
ナとしてEADS (Messerschmidt Boelkow-Blohm)のプロジェクト
マネジャーを務めた。
コナー・マクナマラ氏 Conor MacNamara
パートナー、ビジネスディベロップメント責任者
Gen2 パートナーズ・ジャパン
マクナマラ氏は、Gen2に参加する前はABM
AMRO証券(東京）のファンド・リンクト・デリバ
ティブス部門日本責任者およびクレジット＆オ
ルタナティブ・マーケティングの共同責任者の職にありました。オ
ルタナティブ・マーケティングの共同責任者として、同氏はオリジ
ネーションとストラクチャード・クレジット・プロダクトのストラクチャリ
ング、そしてオルタナティブファンドデリバティブの日本市場導入を
指揮しました。ABM AMROの前職では、スタンダード・チャーター
銀行シンガポールおよびドバイ支店にてお理事ネーションおよび
ストラクチャードクレジットプロダクトおよびオルタナティブファンド
デリバティブのストラクチャリングに従事していました。University
College Dublin (UCD)にて、コマースの学士とバンキングとファイ
ナンスのMBAを取得。

Part III: 会食の部

18:30～20:30

ご挨拶
ローレンス・ペン氏 Lawrence Penn, III
ザ・キャメロット・グループ
現職就任以前、JPモルガン証券のPEグループにて、５億ドル超の運用担当者。NY州年金のオルタナティ
ブ・アセット投資部門にて、アナリスト兼デューディリジェンスの担当者。金融界に転身する前は、米国陸軍
大尉として欧州駐屯部隊の中でも最大部隊のロジスティック・オペレーションズを率いた。叙勲は、陸軍ア
チーブメント勲章、陸軍栄誉賞、Douglas MacArthurリーダーシップ勲章など。West Point陸軍大学校卒。
メリーランド大学欧州校修士号。コロンビア大学院ビジネススクールMBA。Save the Children、外交協会、
都市圏プロフェッショナル協会、近代美術館他の会員・協賛者でもある。

アストリア インベスターフォーラム‐2012
協賛企業のご紹介 About Our Sponsors
アドベックは、1997年に設立された独立系のグローバル･プライベート･エクイティ運用
会社で、40億米ドル超の資産を運用しています。当社は非公開会社であり、20の異な
る国籍を有する経験豊富な70名のプロフェッショナル・スタッフが北京、ニューヨーク、
フランクフルト、チューリヒの事務所で活動しています。主な顧客は、機関投資家、年金
基金、保険会社、資産家やその他世界の金融サービス機関です。プライベート・エクイ
ティのファンド･オブ･ファンズ運用および助言サービスを提供しており、その商品レンジ
およびグローバル・リーチの広さから、フォーカス型および分散型のいずれのアプロー
チにおいても投資家に魅力的な投資機会を提供しています。アドベックは常にベスト･
プラクティスのガバナンス規律を遵守し、世界中のお客様に質の高いサービスを提供
してまいります。

アジアブリッジはアジアの高成長セクターの中にあり高質の経営チームが存在する中
堅規模の企業に対して資金の提供をしています。当社のファンドにはアジアとヨーロッ
パの有名な機関投資家が多数関与しており、彼らのオペレーションは実に35カ国、
1500億ドルの資産に及びます。社内のパートナー達が持つネットワークを活用し、広
範な地域とセクターにまたがる我々のチームの経験と能力が備わることで、弊社は多
大な恩恵を享受しています。弊社は、ファイナンシャルサービスや、ヘルスケア、リテー
ル、他の分野で非常に強いトラックレコードを有し、あらかじめ許される範囲内のリスク
プロファイル（リスク・リワード・リクイディティーの3要素を最適化）の下、高質の経営陣
を持つ弊社の投資先企業は、投資資本の成長に焦点を置いた成長力を生みだす力を
持っています。

バルフォー・ビーティー・インフラストラクチャー・パートナーズ（BBIP)は、オペレータ先
導型のインフラストラクチャー投資の会社です。同社は、専任の経験豊富な投資プロ
フェッショナルと世界クラスのインフラストラクチャー・サービス・ビジネスの支援を受け
て活動しています。BBIP社は投資家にたいして欧州の北米のエネルギー、交通、電力
分野を対象にした投資サービスを提供しています。

1997年設立。7億ドルの資産残高を持ち、欧州のVC業界における技術ベンチャーキャ
ピタル会社のリーダー的存在です。会社設立以来10億ドルを超える大型の上場や事
業売却につながるようなビジネスや技術に対して投資をしてきました。Earlybirdのアク
ティブな投資先企業には、20社を超えるコンシューマー・インターネットやエンタープラ
イズ・サービスが存在します。代表的な事例としてはB2X Care Solutions、
Carpooling.com、Crowdpark、Madvertise、nfon、 Peak Games、Smava や
Socialbakersなどが含まれます。

アストリア インベスターフォーラム‐2012
協賛企業のご紹介 About Our Sponsors
Gen2パートナーズはアジアに位置する独立系マルチストラテジー・オルタナティブ・ア
セット・マネジメント会社です。AUMは5億ドル。30名の経験豊かな投資スタッフが香
港、東京、北京、厦門に展開しています。Gen2のパートナーたちは北アジアを中心に
流動性のある投資とプライベート投資の両方を手掛けています。プライベート投資サ
イドでは、6人の投資スタッフが香港、2名のシニアアドバイザーと3名の投資委員会シ
ニアメンバーとそれに6名のサービスチームが北京と厦門に配置されています。Gen2
はエクイティー的なリターンとクレジット的なダウンサイド・プロテクションを目指しつつ
J-Curveの浅いのPE戦略を有しています。

グレーター・パシフィック・キャピタル(GPC)は、元々ゴールドマン・サックス出身の経
験豊かなコアチームの事業スキルを生かし、インドと中国における高成長の投資機
会を捉える会社として設立されました。インド・中国に於いて、GPCは投資家及び投
資先企業に新たな価値を創造できるような『スペシャル・シチュエーション』を見つけ、
作り出すという投資アプローチに於いてその実績が認められている会社です。GPC
は投資アプローチのなかでも特に、起業家・経営者の個性や実績、業界の習慣・慣行、
投資機会のポジショニング、リスク・価格と投資入口・出口の条件などに焦点を当てま
す。
ザ・キャメロット・グループは、オルタナティブ・PE系アセットの投資顧問・投資一任運
用会社です。長期的関係構築と首尾一貫した助言業務の提供、緻密な投資の実行
に注力しています。世界中のLP・GP、その他の顧客層から信頼され、LP持ち分や直
接投資のポートフォリオ、企業所有の代替・PE資産に焦点をあてたセカンダリー投資
の投資助言・投資一任運用業務を提供しています。LP/GP、業界従事者の間に「付
加価値」のあるネットワークを構築することは、当社のトランザクション業務に強力な
資源となる他、案件維持開発にとっても重要です。これら外部専門家資源に加えて、
弊社のスタッフは案件の開発、ストラクチャリング、モニタリング、エクジットなど投資
の各段階に於いて、多大な努力を惜しみません。

個人情報の取扱いおよび当イベントの免責事項について
注意：当イベントに参加申込される皆様には、原則として下記の「個人情報の取扱い」および「免責事項」にご同意を頂いた上でお申込みいただくこ
ととなります。よろしくご了承のほどお願い申し上げます。
個人情報の取扱いについて
当イベントの企画・運営はアストリアコンサルティング株式会社が行い、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
１）個人情報保護の重要性を強く認識し、適切な個人情報の収集、利用、提供、預託等を行います。 ２）取り扱う個人情報の不正アクセス、個人情報
の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどの予防ならびに是正に対し、合理的で適切な情報セキュリティ対策を講じます。３）社内体制の整備・改善、全
社的な教育啓発活動等を実施します。 ４）個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。 ５）取得した個人情報を以下の目的で利用いた
します。 ・「当イベント」の参加票を発送させていただくため。 ・サービスの維持向上を図る、アンケート調査および分析をおこなうため。 ・関連す
るサービスのご案内およびセミナー等のご案内をお送りするため。 ６）業務上必要とする場合、取得した個人情報をグループ企業と共同利用する可
能性があります。利用する場合は業務の遂行に必要な最小限の個人情報の項目を利用いたします。 ・当社が取り扱うすべての個人情報に対し皆
様が安心して預託提供できるよう十分な管理を行います。
2012年 8月2日
アストリアコンサルティング株式会社
代表取締役 森本晴久
当イベントの免責事項について
アストリアインベスターフォーラム (AIF) は、アストリアコンサルティング株式会社（アストリア）が企画・開催するイベントです。主催者は、プレースメン
ト（証券）業、証券ブローカー・ディーラー、マーケットメーカー、投資銀行・証券会社、投資顧問業など免許の対象となる事業や、アナリスト、アンダー
ライターなどのいずれの事業も行っておりません。主催者は、AIFに講演者やパネリストを招き、参加者の前で情報提供のみを目的とした発表機会を
提供します。また、投資ファンド、投資ファンドのマネージャーなどを参加者に対して推薦・保証するものではありません。主催者は、パネリストおよび
協賛企業によって提供・紹介された情報について、その正確性、信頼性、事実性、完全性などを、いかなる状況（明記有り無しなどを含めて）において
も保証するものではありません。そうした情報の全てまたは一部省略・脱落した情報等を、カンファレンス参加者が利用しても、その結果起りうる、あ
らゆる種類の包括的、直接・間接的損害や賠償の責任は持ちません。全ての講演者・パネリストには、金融商品取引法にて求められる法律の遵守が
求められます。また、これら講演者・パネリストは、AIFの開催主旨に則り、AIF会場にて紹介する講演資料は、特定の投資顧問会社や個人の推薦で
あったり、金融商品の売買や、投資勧誘を目的とした勧誘資料ではない事が求められます。AIFにおいて使用されるプレゼンテーション資料は、ファ
ンドビジネスについての情報や、投資ファンドのマネジャーが関与する投資ファンドの投資戦略、投資成績データなどは、あくまでも情報提供の一環と
して提供されるものであり、「特定投資家」（適格投資家またはそれに準ずる機関投資家、受託機関などの具体的運用サポートを得る機関投資家）に
よる投資対象となるべきものです。一般投資家の投資対象ではありません。
年金（基金）などを含む非特定投資家（一般投資家）がAIFに参加する場合、AIF会場にて知りえる全ての情報は、教育的な情報収集の一環としての
情報提供であり、投資を目的とした勧誘ではない事を事前承知したうえで、参加頂きます。

アストリア インベスターフォーラム

参加申込書

FAX:03-6310-0778
オンライン登録はwww.astoriacg.com、 メール申込は apef_admin@astoriacg.com まで

ステップ１： 申込者の業種分類 （下記の業種分類の中から該当項目）を一つ✓ください。
□ 年金基金
□ 年金コンサルタント、評価機関
□ 自己勘定投資を本業とする機関投資家 （金融機関・機関投資家・証券会社などの適格投資家が対象）
□
□
□
□

第一種金融商品取引業
□第二種金融商品取引業
□ 金融商品仲介業
投資運用業（年金等を対象にした受託運用機関）
□ 投資助言・代理業
□ 信託業
投資運用業（自らファンド運営をしている法人など） □ 会計監査業
□ 弁護士業
その他の業種 （右記に明記ください：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

ゴールドパス
ステップ３＆４へ
プラチナパス
優待パス
懇親会パス
→ステップ２へ

ステップ２： 以下からご希望のパスに✓ください。
参加対象イベント

参加パスの種類

費用 (税別）
Part-I パネル

Part-II 分科会・懇親会

Part-III 会食

□プラチナパス

55,000円

○

○ （※２）

○

□ゴールドパス

無料招待

○

○

○

□優待招待パス（※１）

無料招待

○

○

× （※３）

□会食パス(優待招待者）

10,000円

×

×

○

□懇親・会食パス(一般）

20,000円

×

懇親会のみ参加

○

→ステップ３＆４へ

→申込者情報へ
※１：協賛企業とビジネス上のコラボレーションにある企業または、その可能性がある場合は、各社2名まで協賛企業の優待招待枠をご利用
いただけます。事務局からご招待をアレンジしますので、該当する協賛企業名を記してください：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
※２：機関投資家以外の参加者はホスト企業の許可が必要です。
※３：優待パス参加者で会食に参加ご希望の方は別途「会食パス(優待招待者）」をお申込みください。

(必須）ステップ３： 参加をご希望される分科会に✓ください。（参加者は機関投資家に限定） ※複数選択可
時間

分科会A: Growth

15:45-16:30
16:45-17:30

□ Adveq Management

分科会B: Growth by Regions

分科会C: Income

□ Asiabridge Capital

□ Balfour Beatty Infrastructure Partners

□ Earlybird Venture Capital

□ Gen2 Partners

懇 親 会 （全参加者対象）

17:30-18:30

(RSVP) ステップ４： 会食参加確認欄

(対象：ゴールドパス、プラチナパスをお持ちの方）

□ 会食に参加します

□ 会食に参加しません

申込者情報
◆本プログラムに掲載された「個人情報の共有ポリシー」および、「免責事項」についてご同意の方は、下記にお申込下さい。
◆申込者名（必須） ：_______________________________
◆電子メール（必須）：

◆氏名英語表記（必須）：_______________________________________

________________________________________＠ _____________________________________________

◆企業名（必須）： _______________________________________ ◆部署・役職： _________________________________________
◆企業名英語表記（必須）： _____________________________________________________________________
◆所在地： ____________________________________________________________________________

◆郵便番号：__________

◆電話番号（必須）： ______________________________________ ◆ファックス： __________________________________________

申込〆切：

2012年9月14日（金）

席数に限りがございますのでぜひお早めにお申し込み下さい。

お申し込みは本申込書を ファックス （FAX:03-6310-0778） または電子メール （Email: apef_admin@astoriacg.com ） にお送り下さい。
参加票は、開催日の1週間前を目途にお送りします。有料参加の場合は請求書を、1週間以内に電子メールにてお送りしますので、請求書記載の方
法にて期日までにお振り込み下さい。なお、参加費の払い戻しはいたしませんので、申し込まれた方がご都合の悪い場合は代理出席をお願いします。
問い合わせ先： アストリア カンファレンス事務局 担当 根岸
Tel: 03-5219-1438 または Email: apef_admin@astoriacg.com
201209AIF_ProgramJV0

以下余白 メモ欄

フォーラム会場案内図

学士会館 ２階メイン会場/３階分科会会場

3階分科会会場 フロアープラン

3階分科 会議室詳細

309
307

２階会場フロアープラン

306

メイン会場詳細図
受付

アストリアインベスターフォーラム 202会場
夕食会 会場

談話室

懇親会・多目的打ち合わせ
スペース 201会場

主催のご紹介 About the Organizer
アストリアコンサルティングは2001年から、「アストリアＰＥ投資フォーラム」の開催を
通じて日本の機関投資家向けの投資啓蒙活動に従事しています。2011年9月には、オル・イ
ンと共同開催の日本オルタナティブ投資フォーラムを年金基金向けに組成し、2012年以降
は従来のPE投資に加え、他のオルタナティブ資産も対象トピックに加え、機関投資家および
受託運用金融機関の参加者をお招きしたアストリア インベスターフォーラムの開催してい
ます。
Astoria Consulting organizes educational conferences for the financial investors and pension
investors in Tokyo since 2001. The flagship event is called Astoria Private Equity Investment
Forum which was launched in September 2002. Following a successful conclusion of the
Astoria Investor Forum (AIF) which was a joint organization between Astoria and AL-IN
publication, Astoria has launched a new series of conference called Astoria Investor Forum
since January 2012 to further develop educational and networking opportunities between
institutional investors and fund managers in the alternative assets.
アストリアコンサルティング㈱
コンタクト先：森本晴久
Email: apef_admin@astoriacg.com
〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエア EAST ４階
Tel: 03-5219-1438
Fax: 03-6310-0778

