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イスラエルを含む世界の起業家・投資家とモビリティの未来を考える

ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット 2018 開催！
日産取締役やメルセデス･ベンツ、GM の研究開発ディレクター他、トヨタが投資するテック企業登壇
一般社団法人日本能率協会（JMA、会長：中村正己）は、イスラエルと日本をつなぐコンサルティング企
業であるミリオンステップス株式会社と共同で、国内外の起業家、大企業担当者を招きモビリティの未来を
考えるサミットを 11 月 27 日に開催します。
トヨタやホンダといった日本のビッグプレイヤーがイスラエル企業との提携を発表し、インテルが 1 兆
7,200 億円で Mobileye（モービルアイ。自律走行車用画像認識用半導体を提供）を買収するなど、国内外
の自動車産業がイスラエルの先端技術をもつベンチャー企業との協業を進めており、今後も加速していくこ
とが予想されています。
ジャパン・イスラエル・イノベーションサミット 2018 ではメルセデス・ベンツやゼネラルモーターズの
研究開発部門ディレクターや、日産自動車 取締役、モービルアイの日本法人 CEO、また森ビルと提携した
Via（ヴィア）の CTO らを交え、モビリティのイノべーションを起こすための事例紹介やパネルディスカ
ッションを行います。
また、トヨタが出資した Autotalks（オートトークス）やソフトバンクと協業の Vayyar(ヴァイヤー)な
ど計 8 社のイスラエルのベンチャー企業創業者らがプレゼンテーションを繰り広げます。イスラエルの先
端モビリティ・テクノロジーとベンチャービジネスの全てを本イベントにてご覧いただけます。

記
Japan-Israel Innovation Summit 2018 Future Mobility
◇日時：11 月 27 日（火）9：40 ～ 18：00（ネットワーキングセッション 18：00～19：30）
◇イベント概要： https://jiis.tokyo
◇場所：赤坂インターシティコンファレンス 4 階 The AIR（東京都港区赤坂 1-8-1）
◇主催：一般社団法人日本能率協会、ミリオンステップス株式会社
【本件に関する問い合せ先】
Japan-Israel Innovation Summit 2018 事務局
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター
〒105-8522 東京都港区芝公園 3-1-22

（担当：畑野、小関）

TEL: 03-3434-1410／FAX: 03-3434-8076

プログラム
午前の部 会場：全てのプログラムを The Air(赤坂インターシティコンファレンス 4 階)で行います。
登壇者詳細：https://jiis.tokyo/speakers2018/#p_shiga

時間・会場
詳細
09:40-09:45 駐日イスラエル大使 挨拶 駐日イスラエル大使 ヤッファ・ベンアリ氏
09:45-09:50 一般社団法人日本能率協会 挨拶 産業振興センター ディレクター 小宮太郎
09:50-10:00 新日鉄興和不動産株式会社 挨拶 代表取締役社長 永井幹人
10:00:10:30 日産のイノベーションを主導した実業家による
基調講演
「モビリティーの進化とオープンイノベーション」
日産自動車株式会社 取締役、株式会社 産業革新機構 代表取締役会長 志賀俊之氏

10:30-11:00 イスラエル最大のベンチャーキャピタルのトップが語る
基調講演
「自動車技術の開発- スマートモビリティへの遷移におけるイスラエルの歩み」
Pitango Venture Capital マネージングディレクター兼共同創業者 ヘミ・ペレス氏

11:00-11:10 休憩
11:10-11:40 Mercedes Benz Vans（メルセデス・ベンツ バン） と モビリティを変えるライドシェア企業 Via
事例紹介
-イスラエルとのコラボレーションで誕生した新たなモビリティ・プラットフォーム (仮)
Mercedes Benz Vans （来日登壇者調整中）
Via 共同創業兼 CTO オーレン・ショーバル氏

11:40-12:20 GM の研究施設のディレクターやメルセデス･ベンツ重鎮、イスラエル最大の VC トップ、
パネルディス 日産自動車 取締役を迎え、国境を越えて未来をつくる「仕組み」を議論する！
カッション
「スマートモビリティの多国籍企業によるオープンイノベーション」
モデレーター：日本経済新聞社 編集委員 関口和一氏
パネラー：
General Motors (GM) Technology Center in Israel マネージングディレクター ギル・ゴラン氏
Mercedes Benz Vans （来日登壇者調整中）
日産自動車株式会社 取締役、株式会社 産業革新機構 代表取締役会長（CEO）志賀俊之氏
Pitango Venture Capital マネージングディレクター兼共同創業者 ヘミ・ペレス氏

12:20-13:30 昼食 (お弁当のご用意がございます)
午後の部 会場：全てのプログラムを The Air(赤坂インターシティコンファレンス 4 階)で行います。
登壇者詳細：https://jiis.tokyo/speakers2018/#p_shiga

時間
13:30-13:40
13:40 -15:10
イスラエル
ベンチャー
プレゼン

詳細
ミリオンステップス株式会社 挨拶 CEO ヨアブ・ラモト
トヨタ、デンソー、ソフトバンクらと協業を進めるスタートアップが集結！
イスラエル ベンチャー企業プレゼンテーション(全 8 社、各 10 分紹介プレゼン)
1．デンソーと共同プロジェクトを実施、世界から投資を集める自動車セキュリティシステム
｜Karamba Security（カランバ・セキュリティ）
２．スマホが車載カメラに、ドライブレコーダーアプリ｜NEXAR（ネクサー）
３．トヨタが出資した自律走行車の相互通信ソリューション｜Autotalks（オートトークス）
４．ソフトバンクと協業「見えない」を RF(電波)で捉えるセンサー技術｜Vayyar（ヴァイヤー）
５．車内の孤独を埋めるコンパニオンロボ
｜Intuition Robotics（イントゥイション・ロボティクス）
６．未来創生ファンドが出資した、車内の乗員を把握する複合型センサー

｜Guardian Optical Technologies（ガーディアンオプティカル・テクノロジーズ）
７．LG やサムスンらと協業し、車を世界と繋ぐネットワーク技術｜Valens（バレンズ）
８．自律走行車の事故を防ぐ「4D」センサー｜Arbe Robotics（アーべ・ロボティクス）

15:10-15:30

休憩

15:30-17:50
パネルディス
カッション

モービルアイ ジャパン CEO、イスラエルで成功した日本人連続起業家ら、

*途中休憩あり

2 つの国を知り尽くした登壇者から、両国がタッグを組む極意を学ぶ！
「Highway to Israel -イスラエルへの道-」日本企業のイスラエル進出、イスラエルへの投資について
モデレーター：慶應義塾大学 准教授 琴坂 将広氏
パネラー：
Toyota AI Ventures マネージングディレクター ジム・アドラー氏（調整中）
イスラエル シリアルアントレプレナー、NFT Inc, 共同創設者 ＆ CEO カプリンスキー真紀氏
Mobileye Japan Ltd.（モービルアイジャパン） CEO 川原昌太郎氏
ファブレス LSI メーカー、株式会社メガチップス CEO 髙田明氏

Pitango Venture Capital マネージングディレクター兼共同創業者 ヘミ・ペレス氏
日産自動車株式会社 フェロー 久村春芳氏

17:50-18:00

一般社団法人日本能率協会およびミリオンステップス株式会社よりお知らせ

18:00-19:30

ネットワーキング・セッション

ネットワーキング
セッション

(お飲み物、軽食をご用意しております)

※登壇者と講演内容は変更されることがあります。
【一般社団法人日本能率協会】 https://www.jma.or.jp
マネジメントに関する専門団体として 1942 年に創立。全国に約 1,400 社におよぶ会員組織をもつ。現在、企業人向けセミナーの開催、展示
会の主催、ISO の認証などを行っている。産業振興センターは、産業界のニーズに対応する専門展示会・ビジンネスマッチングの開催、新技術・
新興業界を対象としたシンポジウム・研修の開催などを通じ、産業界が成長し続けるための“つながり”の場を提供。開催する専門展示会は年間
約 30 本、35 万人が来場する。
名称：一般社団法人日本能率協会 、代表：会長 中村正己、 設立：1942 年 3 月
住所：東京都港区芝公園 3-1-22
サービス：人材育成・組織活性化支援、産業振興支援（専門展示会、ビジネスマッチング）、ISO 審査・第三者認証ほか。
【ミリオンステップス株式会社】 https://www.millionsteps.jp/million-steps
ミリオンステップスは日本で設立された会社であり、日本側のコアチームはイスラエルのイノベーションカルチャーを代表する国防軍の精鋭 8200 部
隊、在東京イスラエル大使館の文化科学元責任者や、日本人起業家、コンサルタント等で構成されている。イスラエル側には著名な起業家、最
大級のベンチャーキャピタル・アクセラレータ、学術研究所出身者などのチームメンバーが存在する。
名称：ミリオンステップス株式会社、代表：創業者、CEO ヨアブ・ラモト 、設立：2016 年９月
住所：東京都港区虎ノ門 3 丁目 7 番 12 号 虎ノ門アネックス
サービス：日本のイスラエル両国の架け橋となる強いコミットメントと長期的サポートを、日本の大手企業に提供。具体的な業務内容は、イスラ
エル企業との協業における技術マッチング、企画立案から事業立ち上げ・事業運営に至る一貫したサポート、イスラエルの優れた人材・革新的な
技術・最先端の情報の調査など。

