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ベンチャーキャピタル、D4V (Design for Ventures)の共同設立 

について 

   

 グローバルに事業展開するデザインコンサルティング会社の IDEO LP（本社：米国カリフォルニア州パロア

ルト、社長兼 CEO：ティム・ブラウン、東京拠点は港区青山）とベンチャーキャピタル Genuine Startups 株式

会社（本社：東京都渋谷区、共同代表 伊藤健吾、高野真）はこのほど、合弁でベンチャーキャピタルを設立

することに基本合意しました。合弁会社の名称は D4V（ディー・フォー・ヴィ：Design for Ventures の略）で、

新会社は主に、日本国内・海外の両方の市場にインパクトを与え得る日本のアーリーステージのスタートアッ

プ企業に投資します。 

  

 Genuine Startups は、これまで培ってきたスタートアップ企業への投資経験を軸に、より幅広いスタートアッ

プ支援とグローバルな視点をもったベンチャーキャピタルへの一層の飛躍を目指して、IDEO との共同事業

展開を決めました。D4V のファウンディングパートナー兼 CEO である高野真は次のように述べています。 

「少子高齢化で経済成長率のさらなる鈍化が予想される日本においてベンチャー育成が今後の日本経済の

成長戦略の大きな柱となっていきます。こういった時代の要請にこたえるために、D4V は、投資先へのグロー

バル支援ができ、かつ中長期的には海外からの投資も受け入れられる本格的なベンチャーキャピタルを目

指します。また IDEO のもつグローバルなネットワーク、高度な専門知識や先進性、シリコンバレーにおける

ベンチャー企業とのネットワークなどは、かならず D4V を成功へと導いてくれるものと信じております。」 

  

 D4V の特徴は、支援するスタートアップ企業に対し、資金、助言、人的ネットワークを提供するだけでなく、

人間中心思考ならびに領域横断的なデザイン主導型アプローチを提案できる点にあり、これらによって支援

先スタートアップ企業のミッションと事業目的の達成を手助けします。新会社は、IDEO からはデザイン思考な

らびにベンチャーデザインに関する専門知識を、一方、Genuine Startups からは高野真（ピムコジャパン元取

締役社長）、谷家衛（エンジェル投資家）、伊藤健吾（MOVIDA JAPAN 元チーフアクセラレーター）ら経験豊

かな金融プロフェッショナルが有する経験・知識・人的ネットワークをそれぞれ持ち寄り、結合させます。 

  

 D4V のファウンディングパートナー兼会長であるトム・ケリーは、次のように述べています。「IDEO 東京オフ

ィスのミッションは、日本の創造力を解放する触媒になることです。その意味で、スタートアップ・エコシステム

の活性化を支援することは、IDEO にとって日本企業の変化を後押しし、最終的に日本経済に貢献するため

の、新しい高効率なテコになります。ベンチャー投資における Genuine Startups の深い専門知識は、IDEO 

の人間中心思考に基づくイノベーション経験を完璧に補完します。2 社はそれぞれ異なるスキルと考え方を

D4V にもたらす一方で、日本の起業家の成功実現へ共通のビジョンを掲げています」 

  



 
  

D4V はアジア各国および米国における資金調達環境をより強固にし、また投資先企業の海外事業展開を支

援するため、ソニー元 CEO の出井伸之氏、ハリウッド俳優・プロデューサーのマシ・オカ氏の 2 名をエグゼク

ティブ・アドバイザーとして招聘しました。 

  

 合弁会社の概要 

会社名 D4V 合同会社 

本社所在地 東京都港区東麻布 1-9-16 アトミックスビル４F 

代表者および

ファウンダー 

ファウンディングパートナー兼会長 トム・ケリー 

ファウンディングパートナー兼 CEO 高野真 

ファウンディングパートナー兼 COO 伊藤健吾 

ファウンディングパートナー 谷家衛 

ファウンディングパートナー 野々村健一 

出資者 Genuine Startups、IDEO Tokyo 

事業内容 日本におけるベンチャー企業への投資およびその育成 

  

IDEO について 

IDEO(アイディオ)は数々の受賞歴をもつ、国際的なデザインコンサルティング会社。人間中心に考えるアプ

ローチによるデザインを通じて、さまざまな分野の企業・団体のイノベーションや成長の起爆剤となり、また市

場の固定観念を覆すような製品、サービス、体験、事業を提供。東京、ニューヨーク、ボストン、サンフランシ

スコ、パロアルト、シカゴ、ロンドン、ミュンヘン、上海に拠点をもつ。 

  

Genuine Startups について 

2013 年創立のシード・アーリーステージのスタートアップへの投資を行う日本のベンチャーキャピタル会社。

これまで 50 社超のスタートアップへの投資実績があり、コネヒト（KDDI に売却）、ロケットベンチャー（エニグ

モに売却）、バスケット（ストライプインターナショナルに売却）等を初期投資家として支援。現在の主な投資先

はプラネットテーブル、nana music、ココン、ストリートアカデミーなど。 

  
本件に関するお問い合わせ先： 

info@d4v.jp 

岡山 03-5797-7504 

 

D4V ウェブサイト（β版）  http://d4v.jp 

IDEO ウェブサイト   https://www.ideo.com/ 

Genuine Startups ウェブサイト http://genuine-startups.com/ 

  



 
 

 Announcement	  of	  the	  co-‐establishment	  of	  venture	  capital	  firm	  D4V	  
(Design	  for	  Ventures)	  

	  	  
	  	  
TOKYO,	  JAPAN,	  October	  3,	  2016	  -‐-‐-‐	  IDEO,	  LP,	  global	  design	  and	  innovation	  consulting	  firm	  based	  in	  Palo	  Alto,	  
US	  -‐-‐	  Japan	  office	  located	  in	  Aoyama,	  Tokyo	  -‐-‐	  (Tim	  Brown,	  CEO)	  and	  Genuine	  Startups	  Ltd.,	  venture	  capital	  
company	  based	  in	  Shibuya,	  Tokyo,	  Japan	  (Kengo	  Ito	  and	  Makoto	  Takano,	  Co-‐representative	  Director)	  along	  
with	  its	  shareholders,	  have	  formed	  an	  agreement	  to	  establish	  D4V	  (Design	  for	  Ventures),	  a	  venture	  capital	  
firm	  that	  will	  initially	  invest	  in	  early	  stage	  Japanese	  startups	  that	  are	  looking	  to	  make	  an	  impact	  in	  both	  
domestic	  and	  international	  markets.	  
	  	  
In	  addition	  to	  providing	  capital,	  mentorship	  and	  networks,	  D4V	  is	  unique	  in	  its	  proposition	  to	  provide	  
human-‐centered	  thinking	  and	  a	  multi-‐disciplinary	  design-‐led	  approach	  to	  helping	  startups	  achieve	  their	  
mission	  and	  business	  objectives.	  The	  new	  firm	  combines	  IDEO’s	  expertise	  in	  design	  thinking	  and	  venture	  
design	  with	  the	  experience,	  knowledge	  and	  networks	  of	  seasoned	  financial	  professionals	  at	  Genuine	  Startups	  
including	  Makoto	  Takano,	  former	  head	  of	  PIMCO	  Japan;	  Mamoru	  Taniya,	  Japan’s	  leading	  angel	  investor;	  and	  
Kengo	  Ito,	  former	  Chief	  Accelerator	  of	  MOVIDA	  JAPAN.	  	  
	  	  
Genuine	  Startups	  decided	  to	  partner	  with	  IDEO	  aiming	  for	  a	  greater	  leap	  to	  become	  a	  venture	  capital	  with	  a	  
global	  perspective	  to	  be	  able	  to	  provide	  a	  wider	  variety	  of	  support	  for	  startups,	  based	  on	  its	  experience	  of	  
investments	  for	  startups.	  Makoto	  Takano,	  Founding	  Partner/CEO	  at	  D4V	  says:	  “Nurturing	  venture	  companies	  
will	  become	  one	  of	  the	  main	  pillars	  of	  the	  growth	  strategy	  of	  Japanese	  economy,	  where	  the	  growth	  rate	  is	  
expected	  to	  further	  slow	  down	  because	  of	  aging	  society	  accompanied	  by	  falling	  child	  birth	  rates.	  To	  meet	  the	  
needs	  of	  the	  times,	  D4V	  aims	  to	  be	  a	  full-‐scale	  venture	  capital	  company	  which	  will	  be	  able	  to	  support	  portfolio	  
companies	  globally	  as	  well	  as	  to	  receive	  investments	  from	  abroad	  as	  a	  mid-‐	  to	  long-‐term	  goal.	  I	  firmly	  believe	  
that	  the	  IDEO’s	  global	  network,	  advanced	  expertise	  and	  innovativeness,	  and	  ties	  to	  venture	  business	  in	  Silicon	  
Valley	  will	  lead	  D4V	  to	  success.”	  
	  	  
Tom	  Kelley,	  Founding	  Partner	  and	  Chairman	  at	  D4V	  and	  a	  partner	  at	  IDEO	  adds:	  “IDEO	  Tokyo’s	  mission	  is	  to	  
be	  a	  creative	  catalyst	  for	  Japan.	  We	  believe	  helping	  energize	  the	  startup	  ecosystem	  will	  be	  a	  new	  and	  highly	  
leveraged	  way	  for	  IDEO	  to	  help	  influence	  change	  for	  Japanese	  companies	  and	  to	  ultimately	  contribute	  to	  
Japan's	  economy.	  We	  are	  delighted	  to	  be	  partnering	  with	  the	  team	  at	  Genuine	  Startups,	  because	  they	  have	  
deep	  expertise	  in	  venture	  investment	  that	  perfectly	  complements	  our	  experience	  in	  human-‐centered	  
innovation.	  We	  each	  bring	  our	  different	  skillsets	  and	  mindsets	  to	  D4V,	  yet	  we	  share	  a	  common	  vision	  for	  
enabling	  Japanese	  entrepreneurial	  success."	  	  	  
	  	  
In	  order	  to	  further	  an	  environment	  for	  fundraising	  in	  Asia	  and	  the	  US,	  and	  support	  the	  portfolio	  companies	  as	  
they	  expand	  their	  business	  overseas,	  Nobuyuki	  Idei,	  former	  CEO	  of	  Sony	  and	  Masi	  Oka,	  Hollywood	  
actor/producer	  have	  agreed	  to	  be	  D4V’s	  executive	  advisors.	  
	  	  
For	  more	  information,	  please	  contact	  Okayama	  at:	  	  info@d4v.jp	  or	  03-‐5797-‐7504	  	  
	  	  
	  
	  



 
	  
	  
Overview	  

Managing	  Company	   D4V,	  LLC,	  a	  Japanese	  Godo	  Kaisha.	  

Location	   Atomix	  Bldg.	  4F,	  1-‐9-‐16	  Higashiazabu,	  Minato-‐ku,	  Tokyo	  

Founders	   Tom	  Kelley,	  Founding	  Partner/Chairman	  

	   Makoto	  Takano,	  Founding	  Partner/CEO	  

	   Kengo	  Ito,	  Founding	  Partner/COO	  

	   Mamoru	  Taniya,	  Founding	  Partner	  

	   Kenichi	  Nonomura,	  Founding	  Partner	  

Investors	   Genuine	  Startups,	  IDEO	  Tokyo	  

Business	  Description	   Investing	  in/developing	  Japanese	  startups	  

	  	  
	  	  
About	  IDEO	  
IDEO	  is	  an	  award	  winning	  global	  design	  and	  innovation	  company.	  It	  creates	  positive	  impact	  through	  design	  
by	  taking	  a	  human-‐centered	  approach	  to	  helping	  organizations	  in	  the	  public	  and	  private	  sectors	  innovate,	  
grow,	  and	  bring	  to	  market	  new	  products,	  services,	  experiences	  and	  ventures.	  IDEO	  has	  offices	  in	  Tokyo,	  New	  
York,	  Boston,	  San	  Francisco,	  Palo	  Alto,	  Chicago,	  London,	  Munich	  and	  Shanghai.	  
	  	  
	  	  
About	  Genuine	  Startups	  
Founded	  in	  2013,	  Genuine	  Startups,	  a	  Japanese	  venture	  capital	  firm	  focusing	  on	  seed/early	  stage	  startups.	  
Since	  its	  foundation,	  it	  has	  invested	  in	  more	  than	  50	  startup	  companies,	  including	  Connehito	  (acquired	  by	  
KDDI),	  Rocket	  Venture	  (acquired	  by	  Enigmo)	  and	  Basket	  (acquired	  by	  Stripe	  International).	  Its	  current	  
portfolio	  companies	  are	  Planet	  Table,	  nana	  music,	  COCON,	  Street	  Academy	  etc.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
D4V	  (Design	  for	  Ventures)*	  	  	  http://d4v.jp	  
IDEO	  	  	  https://www.ideo.com/	  
Genuine	  Startups	  	  	  http://genuine-‐startups.com/	  
	  
*βversion	  


