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イスラエル 
イノベーションの最先端として、外せない国

• イノベーションの密度が濃いことは現地ですぐわかる、ベクトルの多彩さにも気づく
• いろんな指標で、イスラエルはイノベーションで 世界 top class

• イノベーションのベクトルやスピードや問題解決力が違うので、Intel、Apple、Googleは、 
米国外では「唯一イスラエル」にR&Dセンター

• R&D世界４極体制で、イスラエルがその１というGlobal Playerは多い。 
（なおTDKは日本企業としてはその一角を占める～斑目力曠氏のネミック・ラムダのlegacy）
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”触発” が変化をもたらし、自分と日本社会が進化 !

•「多数の事例」から触発

•「スピリット」との共鳴共振
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現地で接する情報は、効果的・立体的に、組み合わせていく 
その1、世界最先端の大学、研究所を訪問して、その仕組みと最先端事例に触れる
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ワイツマン研究所

ヘブライ大学

事例1
2

3
4

5
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その２、さまざまなタイプの投資ファンドを訪問、その主な投資先の紹介も興味深い。 
しかも効率的に最先端事例に触れられる !
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INCUBATERの仕組みのまま
上場した投資ファンド

政府のTenderOfferで
85%補助を受けて
設立した

INCUVATER

信じられないほど
高いROIを実現した

VC

選択眼と経営支援力

EXITに近い案件に
FOCUSして成功しているVC

VCで POCのためのラボを
併設したもの

投資はすべて2ndary、経営支援はしない、
投資家の集め方も全く違う

新しい発想のVC

イスラエル有数の成功している
VCの一例

イスラエル有数の成功している
VCの一例
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その３、スタートアップ企業を直接訪問して、現実感覚をつかむ  
（写真はイメージ）
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その４、日本 or 世界のR&Dセンターの狙いと、仕組み、その現実に触れる
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TBD２
Alibaba?

TBD１
日本 Cyber Security
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その5、大使公邸に、startupsや、key personを招いてショートプレゼン 
（訪問する替わりに、効率的に）
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TBD
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その6、シリアル・アントレプレナーに、成功してきた事業の発想や、 
今取り組んでいる事業について聞くのも参考になる
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AI

Musli

InsighTec
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NOTE !
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• 全部理解する必要は全くない、それは無理！ 
通訳も入れない（ ∵  「最先端」）

• 数割の理解で十分。見て、触って、感じはじめたらＯＫ　

• それでも「衝撃」「ショック療法」⇒「好転反応」
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観光はオプショナルだが、イスラエルならではのエキサイトメントと新鮮さ
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　            eg.　June 15日                       　 　       19日             　

エルサレム 死海　 ネタニア市 / プラネタニア
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 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木）

AM

エルサレム 
　　　観光 

        + 

  死海体験

ネタニア 

市長訪問 
Planetanyaな
ど訪問 

WeWORK的
スタートアッ
プの拠点訪問

PM

　

EV 

テルアビブ 

有志会食 

ホテル近く 

(案) RUSTICO
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コア日程

オプショナル

レホボット 

テルアビブ 

テルアビブ 

会食 ホテル近く 
（案）TYO 

経済大臣／経済省 訪問 
or チーフサイエンティス
ト, Innovation Authority

エルサレム 

日本大使公邸 
ヘルツェリア 

１）イスラエル企業  
　　 プレゼン紹介 

2) レセプション 
ミッション参加者 / 日本
企業 / イスラエル start 
upsなど ~100名参加

テルアビブ

テルアビブ 

会食 ビーチの夕陽を見な
がら 
（案）マンタレイ

ヘブライ大学 
Tech Transfer

ワイツマン研究所 
Tech Transfer

特色のあるVC (J)

特色のあるVC (O)

スタートアップ(1)

スタートアップ(1)

スタートアップ(2)

スタートアップ(3)

スタートアップ(4)

Applied Materials 
R&D center

日本企業の 
R&D center

　グローバル企業の 
R&D center

インキベータ 
海外x日本xイスラエルvC

VC x ラボ 
(MII)

政府関係

アカデミア

インキュベータ

R&Dセンター
企業の基地

VC

スタートアップ

参加者の関心により 
プレゼンターを戦略的に 

１０名招待

　　　　　           　スケジュール（暫定）
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エアチケット代金の目安

アエロフロート モスクワ 10万円～ スカイチーム

ポーランド航空 ワルシャワ 12～ スターアライアンス

ターキッシュ イスタンブール １６～１８　～ スターアライアンス

KLM アムステルダム １８～ KLM / Air France

Air France パリ １８～ KLM / Air France

オーストリア ウィーン ２０～ スターアライアンス

体験して快適
＊　  他にキャセイパシフィックも評判が良い。Seoul経由もある
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 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木）

AM

エルサレム 
　　　観光 

        + 

  死海体験

ネタニア 

市長訪問 
Planetanyaな
ど訪問 

WeWORK的
スタートアッ
プの拠点訪問

PM

　

EV 
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フライトの選択（その１）アエロフロートの場合

日本 日本

日本

現地

現地現地

日本

現地
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 13（木） 14（金） 15（土） 16（日） 17（月） 18（火） 19（水） 20（木）

AM

エルサレム 
　　　観光 

        + 

  死海体験

ネタニア 

市長訪問 
Planetanyaな
ど訪問 

WeWORK的
スタートアッ
プの拠点訪問

PM

テルアビブをゆ
っくり 

金曜日の午後は
マーケット、 
旧市街など 
の観光に最適

　

EV 
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フライトの選択（その２）ターキッシュの場合

現地 現地

現地日本 日本 日本
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ホテル　Rothschild 22を想定
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ホテル周辺（中心街）、ビル、ラウンジでのミーティング。 
 実写真ではこんな感じ
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現地集合、現地解散が基本コンセプト 
　予算、支払い方法、参加申し込み・問い合わせ　　　　　　　（キャンセルの場合）

Air Ticket                   １０～18万円～　 
Hotel  (single use)       １２万円～   (USD210 corporate rate * x 5泊の場合 ) 
if Twinの相部屋　          ７万円弱～　（USD115* x 5泊） 

現地での経費として 7万円をお預かり（現地で。詳細検討中）**  
交通、食事（朝はホテル付き、昼・夜、スピードの観点から一律）、 
会議室、御礼のおみやげなど（なお通訳・観光ガイドは入れない）          

合計　　　　　　　　　single use で３０～ 40万円くらいか 　 
　　　　　　　　　　　相部屋で 25が可能　（希望者は紹介しますので当人同士で） 

その他の費用 
1) オプショナルツアー by ホテルと連携している旅行社、現地でUSD or EU  
（15日のエルサレム・死海 USD120を想定） 
2) 19日の観光の費用 if any 

HIS VIPデスク　担当：伊藤 朝雄 
TEL：050-5837-5156   e-mail：tp-ito@his-world.com　　 

TO:  hiromif@r3.dion.ne.jp 藤原ヒロミ （JICC 副会頭） 
CC:  mogawa@inspark.jp 小川政信 (今回の担当理事） 
　　　　　　　　　　　　　

HIS or 独自にとった方法による

予約はまとめて、払いは現地Hotelでカー
ドで。キャンセルはホテルのルールに従
う、45日前から１泊分
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予算

旅行代理店

お申し込み  
/ 問い合わせ

mailto:hiromif@r3.dion.ne.jp
mailto:mogawa@inspark.jp

