
Astoria Pension Investor Roundtable Meeting

Winter 2010

アストリア年金円卓会議
併設イベント

特別アストリアＰＥ投資フォーラム＋オープンレセプション特別アストリアＰＥ投資フォ ラム＋オ プンレセプション

12月9日（木） 会場： ホテルモントレ半蔵門 東京都千代田区一番町23-1

第1部： 年金オンリー円卓会議

第2部： 受託機関・年金基金 合同円卓会議

第3部： 特別アストリアPE投資フォーラム＋オープンレセプション

＜第１部＞ 年金投資家 円卓会議 （参加対象者：年金基金のみ） （年金基金 受付開始：12:40より）

13:00 開会のご挨拶 アストリアコンサルティング (5min)

第第11回回 アストリア年金円卓会議アストリア年金円卓会議 ((併設イベント併設イベント 特別アストリアＰＥ投資フォーラム）特別アストリアＰＥ投資フォーラム）第第11回回 アストリア年金円卓会議アストリア年金円卓会議 ((併設イベント併設イベント 特別アストリアＰＥ投資フォーラム）特別アストリアＰＥ投資フォーラム）

12月9日（木） 会場： ホテルモントレ半蔵門 東京都千代田区 番町23 1

Thursday, December 9th, 2010        Venue: Hotel Monterey Hanzomon      23-1 Ichibancho, Chiyoda-ku, Tokyo

開会 挨拶 ア リア サ ティ グ ( )
13:05 年金投資運用調査発表 PE投資の現状など (JPモルガンアセットマネジメント、アストリアコンサルティング) (20min)
13:25 年金オンリー円卓会議： 「過去１０年を振り返ってPE投資を考える」 (45min)

司会： 森本晴久、アストリアコンサルティング 円卓会議参加パネル： 年金基金運用者のみに限定
14:10 コーヒーブレーク (15min)

＜第２部＞ 円卓会議 （参加対象者：年金基金および受託機関） （受託機関など追加関係者 受付開始：14:10より）
14:25 受託機関円卓会議： 「受託機関からみた過去10年・ＰＥ投資を考える」 過去→現在編 (60min)

司会： 斎藤誠一、エー・アイ・キャピタル
参加パネル： ＪＰモルガンＡＭ 東京海上ＡＭ 三菱商事ＡＭ アドベック グリ ンパ ク 農中信託銀行 他参加パネル： ＪＰモルガンＡＭ、 東京海上ＡＭ、 三菱商事ＡＭ、 アドベック、 グリーンパーク、 農中信託銀行、他
・年金投資家運用調査、アストリア年金調査２０１０に対する円卓パネルからのコメント / ・PE投資がどのようにして成り立っているのか？
その価値創造のプロセスについて / ・PE業界の将来はいかに？ 日本国内の市場は？ 海外の市場は？/
・セカンダリー、アジアグロース、メザニン、ディストレス等の投資は年金基金のポート構築に如何に活用されたか？ そしてその成果は？

15:25 コーヒーブレーク (15min)
15:40 年金投資家・受託機関 合同円卓会議： 「PE投資そもそも論」 なぜ年金基金はPE投資を運用・活用するか？ 未来編 (60min)

司会： ＴＢＤ パネリスト： 年金基金、受託機関、協賛企業の混成パネル
・分散とリターンを得るためには沢山の選択肢がある中なぜPEをポートフォリオに組み込むのか / ・PEは本当に期待されるリターンがでる
のか？/ ・ 機関投資家としてどのようにして上記のプロセスに加わるか？ ポートフォリオ構築、アセット特性等について
・ Jカーブと為替への対応とは？セカンダリー、メザニン、為替ヘッジは有効か？ 他為替 対応 ？ ダリ 、 ザ 、為替 ッ 有効 ？ 他

16:40 投資先企業プレゼンテーション① 「PE・VCファンドがもたらした経営変革」 (20min) 
・PEファンド投資先企業によるプレゼンテーション： キトー株式会社 社長 鬼頭芳雄

17:00 コーヒーブレーク (20min)

＜第３部＞ 特別アストリアPEフォーラム＋オープンレセプション※ （一般金融機関、GP他の参加者 受付開始：17:00より）
17:20 パネルセッション① 「いま世界のＰＥ市場では何が起こっているのか？ 狙い目の市場とはどこか？

セカンダリー市場の現況：早期の流動性を取ることやＪカーブを浅くすることは収益性を低めることを意味するか？ 等」 (60min)
司会： ＴＢＤ パネリスト： エー・アイ・キャピタル、アドベック、グリーンパーク、他

18:20 隣接会場にてオープンレセプション開始※

シルバ Silver Sponsorsシルバ Silver Sponsors

18:50 投資先企業プレゼンテーション② 「PE・VCファンドがもたらした経営変革」 （20min) 
・VCファンド投資先企業によるプレゼンテーション： アクアサイエンス株式会社 社長 砂金養一

19:20 アストリアＧＰ調査のご紹介 「PE・VCファンドが与える経済的インパクト」 (15min)
19:35 特別GPセッション： 「VC投資のビジネスモデルは壊れたのか? 投資現場が考える将来展望」 (40min)

パネリスト：呉雅俊、ＪＶＣＡ会長 ／ 安永 謙、アントレピア 他、数名

※オープンレセプション 18:20-21:00 （第3部冒頭のパネルセッション終了後、18:20から隣接会場にてレセプションを同時開催します。）

シルバー・Silver Sponsorsシルバー・Silver Sponsors

運営： アストリアコンサルティング株式会社
お問合せ先： アストリア事務局

Tel: 03-5219-1438 Fax: 03-6310-0778        
Email: apef_admin@astoriacg.com

主催・Organizer



アストリア年金円卓会議 参加申込書
『特別アストリアPE投資フォーラム＋オープンレセプション』 参加申込書

アストリア年金円卓会議 参加申込書
『特別アストリアPE投資フォーラム＋オープンレセプション』 参加申込書

第1部・第2部 円卓会議 円卓会議の参加者は全て招待制です。第1部・第2部 円卓会議 円卓会議の参加者は全て招待制です。

円卓会議への主な参加者は年金基金と受託機関、協賛企業となります。全ての参加者は招待制となります。以下からあてはまる項目をお選び下さい。

参加者種別 □ 年金基金投資運用者として参加します □ 信託銀行、投資顧問会社など、受託運用機関として参加します

参加イベント □ 第1部・第2部：円卓会議に参加します □ 第3部：特別アストリアPE投資フォーラム/オープンレセプションに参加します

第3部 『特別アストリアPE投資フォーラム ＋オープン・レセプション』 のご案内第3部 『特別アストリアPE投資フォーラム ＋オープン・レセプション』 のご案内

『特別アストリアPE投資フォーラム ＋オープン・レセプション』 のご案内 （円卓会議終了後に開始します）

12月9日（木）午後5時20分より、PE業界関係者を広く対象にした(特別)アストリアＰＥ投資フォーラムおよびオープンレセプションを開催
いたします。12月のPEフォーラムは、通常のクローズドなカンファレンスと異なり、 PE業界関係者を広く対象に参加者を募ります。
忘年会シーズンに合わせて、短時間のセミナーの後、オープンレセプションへとプログラムはつながります。また、レセプションの開催時間
中に並行して、隣接する会場にて国内ＧＰ市場についての調査報告やパネルセッションなども開催する予定です。

◆ 一般参加 10,000円…ＧＰ、インターミディアリー、サービスプロバイダー、受託機関など

申込区分および無料招待について申込区分および無料招待について

◆ 般参加 , 円 、 ィ リ 、 、受託機関
◆ 優待割引参加 7,000円…アストリアＧＰ調査２０１０回答者は、一般参加費から30％割引となります。
◆ 優待参加 5,000円…LP研究会メンバー、機関投資家など
※ ただし、年金基金および協賛企業または主催からのご招待、ＬＰ調査回答者の方々は無料招待となります。下記無料招待についてご参照ください。

日時： 12月9日（木） 午後5時20分より開始 （受付開始：午後5時） 参加定員100名程度

会場： ホテルモントレ半蔵門 東京都千代田区一番町23-1 TEL 03-3556-7111（代表）

◆ 年金基金の方で（特別）アストリアＰＥ投資フォーラムおよびオープンレセプション

に参加の方は無料招待となります。

◆ 協賛企業からのご招待を受けられた方は無料招待となります。

別途、協賛企業のロゴが掲載されている申込書を使ってご登録ください。

招待の対象となる方は、機関投資家（金融機関、年金基金、受託機関の方々）

および協賛企業の関係者となります。

◆ 2010年10月実施のLP調査回答企業は1名様ご招待

申込書送付元
本申込書は下記の（協賛・主催）企業から送付されました

This registration form was sent to you by:

申込区分および無料招待について申込区分および無料招待について

◆ 2010年10月実施のLP調査回答企業は1名様ご招待

◆申込者名（必須） ：___________________________________ ◆電子メール（必須）

◆特別アストリアＰＥ投資フォーラム、オープンレセプションへの参加区分：

□一般参加 (10,000円) □優待割引参加 (7,000円) □優待参加 (5,000円) □無料招待（年金基金・アンケート回答企業）

◆ Your Name（MUST）： ________________________________ Email（MUST）：_________________________________

◆企業名・基金名： ____________________________________ ◆部署・役職： _________________________________________

◆Organization（MUST)：________________________________ ◆Job Title, Dept.:______________________________________

◆所在地： ____________________________________________________________________________ ◆郵便番号：

◆Address： ___________________________________________________________________________ ZIP： ______________

◆電話番号（必須） ◆フ クス◆電話番号（必須）： ______________________________________ ◆ファックス： __________________________________________
Phone No. (MUST) Fax No. 

申込〆切： 2010年12月6日（月） 参加定員に限りがございます。お早めにお申し込み下さい。

お申し込みは 事務局まで 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） 添付にてお送り下さい。
受講票、および有料参加の場合は請求書を、3日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。
申込後1週間経過しても受講票がお手元に届かない場合は事務局までお問い合わせ下さい。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。※ご記入内容および個人情報については、本件の連絡業務・登録業務のみに利用し、第三者に提示、提供することは一切ございません。

運営事務局・運営受託： アストリアコンサルティング㈱
コンタクト先： 代表 森本晴久 Email: apef_admin@astoriacg.com
東京事務所： 〒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
主催： アストリアコンサルティンググループLLC
NY： 25-40 31st Avenue, Suite 6J, Astoria, NY 11106, USA  

Tel: +1-917-318-7527 Fax: +1-718-726-9693 www.astoriacg.com
CONSULTING
ASTORIA


