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株式会社ウィズ・パートナーズの紹介 
バイオベンチャーの市場環境ほか 

株式会社ウィズ・パートナーズ 

マネージング・ディレクター 藤澤朋行 金 融 商 品 取 引 業 者 
株式会社 ウィズ・パートナーズ 
投資運用業   投資助言・代理業   第二種金融商品取引業 
登録番号 関東財務局長（金商）第２５９０号 
一般社団法人 日本投資顧問業協会 加入 
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 加入  

2018年1月15日 
第3回バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会 
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はじめに 
本資料は、経済産業省生物化学産業課が主催する「バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会」の第3回会

合にて、当社の活動の紹介とバイオベンチャーの市場環境につき当社の見解を説明するために作成した参考資
料です。宣伝あるいは勧誘を意図したものではありません。本資料に掲載された全ての意見は本資料作成時点
での判断に基づいており、通知なく変更されることがあります。また、本資料における将来の予測に関する意見
が実際に生ずることを担保あるいは保証するものではありません。 
 
尚、本資料は、新聞その他の情報メディアによる報道、民間調査会社等による各種刊行物、インターネットホー
ムページ、有価証券報告書及びプレスリリース等の情報に基づいて作成しておりますが、㈱ウィズ・パートナーズ
はそれらの情報を、独自の検証を行うことなく、そのまま利用しており、その正確性及び完全性に関して責任を負
うものではありません。 
 
本資料に記載の情報は、当社の許可なく第三者に開示することはご遠慮下さい。 
本資料中に示されている内容は予告なしに変更されることがあります。 
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社名 株式会社ウィズ・パートナーズ      （英語表記名 Whiz 
Partners Inc.） 

登録
番号
等 

 金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第２５９０号 
 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員 
 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 会員 

本店
所在
地 

 〒105-6236  東京都港区愛宕2-5-1   
   愛宕グリーンヒルズMORIタワー36F 

資本金  1億円 

事業 
内容 

 

 1. 有価証券の取得及び保有 
 2. 投資事業組合財産の運用及び管理 
 3. 投融資業務の経理事務及び審査業務の受託 
 4. 経営一般及び資産運用に関するコンサルティング 
 5. 会社の合併並びに技術、販売、製造等の提携の斡旋 
 6. 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業 
 7. 金融商品取引法に基づく投資運用業 
 8. 金融商品取引法に基づく投資助言・代理業 
 9. 前各号に付帯又は関連する業務 

 

役員等 
 

 代表取締役CEO   安東 俊夫 
 代表取締役COO   松村 淳 
 取締役CFO      梶本 淳一 
 取締役CCO      高地 達郎（ﾁｰﾌ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ｵﾌｨｻｰ）  
 社外取締役             江尻 隆（名取法律事務所） 
 監査役         中西 正人 
 監査役         川上 徹也（一般社団法人 日本CFO協会 理事） 
 監査役         安田 敏行 

顧問 奥田 碩 

会社概要 

3 

「シーエスケイベンチャーキャピタル株  
式会社」を設立 
第三者割当増資を実施してCSKグループ
から独立 
「株式会社ウィズ・パートナーズ」に商号変
更 
ウィズ・ヘルスケアＰＥ1号ファンド投資事
業有限責任組合を設立 
金融商品取引業の登録 
日本投資顧問業協会、第二種金融商品
取引業協会加入 
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド
投資事業有限責任組合を設立。 
香港にWhiz Partners Asia Limitedを設立 
絶対収益追求型のグローバル・マクロ 
ファンドの運用開始 
ウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限
責任組合を設立 
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任
組合を設立 
 

1991年 9月： 
 
2010年  9月： 
 
2010年  9月： 
 
2011年  4月： 
 
2011年10月： 
2011年12月： 
 
2013年 4月： 
 
 
2013年 8月： 
 
2014年10月： 
 
2017年 1月： 

沿革 
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金融・企業経営・法務のスペシャリスト 

松村 淳 代表取締役COO 
1986年 野村證券㈱ 入社 
2003年 Nomura International Plc.  
       Co-Head of Corporate Finance 
2008年 ㈱クワイエット・パートナーズ代表取締役社長 
2010年 ㈱ウィズ・パートナーズ 代表取締役（現任） 
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安東 俊夫  代表取締役CEO 
2000年 野村證券㈱ 代表取締役専務 
2001年 野村ホールディングス㈱ 取締役 
2002年 野村アセットマネジメント㈱ 代表取締役会長 
2003年 ㈳投資信託協会 会長 
2006年 日本証券業協会 会長 
2011年 ㈱ウィズ・パートナーズ 代表取締役（現任） 
【主に歴任した公職】 
 金融審議会金融分科会 専門委員 
 関税・外国為替等審議会 委員 
 日本銀行 参与 
 日本経済団体連合会 理事 
 （財）国際協力医学研究振興財団 理事 
 （財）日本科学技術振興財団 理事 
 （独）日本学術振興会 国際生物学賞委員会 委員 
 （財）認知症予防財団 理事 

高地 達郎    取締役CCO 
1974年 野村證券㈱ 入社 
2003年 野村アセットマネジメント㈱ 
  執行役コンプライアンスオフィサー 
2008年 同社 参事チーフコンプライアンスオフィサー 
2010年 ㈱ウィズ・パートナーズ  
     チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）就任 

梶本 淳一  取締役CFO 
1995年 東芝プラント建設（株） 
    （現：東芝プラントシステム（株）） 入社  
2000年 （株）フェイス 経営管理部経理課課長（退職時）  
2004年 （株）クワイエット・パートナーズ 取締役 現任  
2010年 （株）ウィズ・パートナーズ 取締役CFO 現任 

江尻 隆 取締役（弁護士）  

1986年 日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長 
1992年 環太平洋弁護士協会（IPBA)金融機関・取引委員会     
      副委員長  
1995年 環太平洋弁護士協会（IPBA)事務総長  
1998年   日米欧委員会 （現3極委員会）委員 
2005年 公益財団法人SBIこども希望財団 
2009年 Executive Council Member of the Asian Society  
             of International Law 
2014年 上海国際経済貿易仲裁委員会 調停員 

川上 徹也    監査役 （日本CFO協会理事） 

2006年 松下電器産業㈱（現パナソニック㈱）副社長 
2007年 パナソニック経理大学 学長就任 
  関西経済連合会 評議員 
  日本CFO協会理事 
2009年 関西学院大学大学院経営戦略研究科客員教授 
      松下政経塾 監事 

2011年 経済産業省高度金融人材産学協議会 会長     
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ヘルスケアファンドメンバー 

1992年 武田薬品工業㈱   医薬研究本部研究員 
1996年 同社医薬研究本部 主任研究員 
2001年 同社医薬研究本部研究戦略室 課長代理 
     内2年間 Takeda Venture Inc., CA,USA 
     に出向（Manager, Scientific Evaluation） 
2005年 同社事業開発部医薬ライセンス 主席部員 
2008年 同社事業開発部医薬ライセンス シニア・ 
     マネジャー 
2011年 同社医薬研究本部研究アライアンス室室長 
2012年 ㈱ウィズ・パートナーズ マネージング・ディ 
      レクター（現任） 
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1990年 薬剤師免許取得 
1995年 北海道大学大学院薬学研究科 薬学博士 
1995年 米国国立ガン研究所（米国メリーランド州）入所 
      Special Expert(2000年～2001年) 
      Staff Scientist (2001年～2005年) 
2005年 武田薬品工業入社㈱ 医薬研究本部 
     バイオ医薬研究室 主席研究員 
2008年 Senior Director, Technology & Alliance   
      Management, Takeda San Francisco, Inc. 
2009年 医薬研究本部 アライアンス室 主席部員 
2014年 ㈱ウィズ・パートナーズ ディレクター（現任） 

石井 Victor 喜英M.D. ：ディレクター 

松本 佐保姫 M.D., Ph.D. ： メディカルアドバイザー 

藤澤 朋行 ： ファンドマネージャー 森 俊介Ph.D. ： チーフ・サイエンティフィック・オフィサー 

2004年 米Jefferson Medical College卒（米国医師 
      免許取得） 
2005年 米海軍航空医療士官、海兵隊配属 
2010年 米国海兵隊 軍医少佐 
2011年 米国Iron City Micro Display社CEO（現任） 
2013年 米国ハーバード大学MBA 
2014年 ㈱ウィズ・パートナーズ  ディレクター（現任） 

1999年 東京大学医学部付属病院 医師免許取得 
2000年 社会福祉法人三井記念病院 シニアレジデント 
2002年 東京大学大学院 医学部循環器内科 博士号 
2006年 日本学術振興会 研究員 
2009年 東京大学医学部付属病院 特任助教 
2015年 ㈱ウィズ・パートナーズ メディカルアドバイザー(現任） 
2016年 まつもとメディカルクリニック 院長（現任）  
2016年 千葉大学大学院医学研究院 長寿医学講座 特任助

教（現任） 
 

細田 徹 M.D., Ph.D. ： メディカルアドバイザー 

1994年 東京大学医学部付属病院 医師免許取得 
2000年 東京大学大学院 医学研究科内科学 博士号 
2004年 ニューヨーク医科大学 内科勤務 
2007年 ハーバード医学校ブリガム＆ウィメンズ病院  
     内科・麻酔科勤務 
2011年 東海大学 創造科学技術研究機構  
     医学部門特任准教授（現任） 
2011年 榊原記念病院 循環器内科 非常勤 
2016年 ㈱ウィズ・パートナーズ メディカルアドバイザー(現任） 
2017年 榊原記念病院 総合診療部 副部長 循環器内科（現任） 

長谷川 由紀Ph.D.  ： アソシエイト・ディレクター 

2000年 カリフォルニア州立大学ヘイワード校 BS Biochemistry  
2006年   横浜市立大学大学院 総合理学研究科 理学博士 
2007年   理化学研究所ゲノム科学総合研究センター 研究員  
2008年   理化学研究所オミックス基盤研究領域 ポスドクフェロー 
2010年 理化学研究所オミックス基盤研究領域 研究員 
2013年 理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター副チー 
     ムリーダー  
2014年 旭化成㈱ 主査 
2016年 ㈱ウィズ・パートナーズ アソシエイト・ディレクター（現任） 
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ウィズ・パートナーズの投資ゾーン 
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価値 

時間 

設立間もない企業 
（非上場ベンチャー

企業等） 

VC ウィズ・パートナーズ 

IPO 

成長途上にあり、 
市場で一定の評価を得
ている中堅・中小企業 

証券会社 
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大企業

第三者割当で成長資金を投入し、
ヘルスケア分野の専門家の支援
によりエクイティーストリーを
着実に実行することで、企業価値
の向上を加速化
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① 発行会社と将来ビジョン・事業計画を共有 
② 発行会社に第三者割当増資（転換社債・新株予約権等）を発行してもらう 
③ 「同じ船」に乗り、会社と一体となって汗をかき、事業支援を行い、企業価値の向上を目指す 
④ 企業価値（株式価値）が向上した際には、株式の売却を行い、リターンを得る。 

事業開発・ 

研究開発支援 
IR戦略 

コーポレート・ 

ファイナンス 

人材支援 

必要人材のリクルーティング 

取締役・アドバイザー派遣など 

ハンズオン 

による支援 

発行体とビジョン・計画を
共有 

第三者割当増資（転換社債・
新株予約権等） 

発行体の企業価値向上 
|| 

ファンドのリターン 
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ウィズ ウェイ 
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投資事業有限責任組合 
2010年独立系運用会社として発足以降に無限責任組合として運用をスタートしたファンドの概要と設立コンセプト 

日本にとって、重要な産業の一つであるヘルスケア産業。しかし、日本の上場バ
イオベンチャーの多くは、医薬品実用化までの長い年月と大きな開発費が成長
への負担となっています。 
先行している企業群が確実に成功しないと産業全体は活性化しません。私たち
は上場バイオテック企業を中心に投資実行を行い、独自の技術に基づいた新し
い治療方法を提供するバイオベンチャーの成功例を作り出すことで、国内バイ
オ産業の育成・活性化に貢献できるのではと考え、本ファンドを設立しました。 

名称 ウィズ・ヘルスケアPE1号投資事業有限責任組合 

所在地 日本（投資事業有限責任組合契約に関する法律） 

出資約束金 53.2億円 

運用期間 2011年4月28日～2017年12月31日（決算期：12月） 

最終締切 2012年6月末  ※現在募集は行っておりません 

名称 ウィズ・ヘルスケア日本2.0 投資事業有限責任組合 

所在地 日本（投資事業有限責任組合契約に関する法律） 

出資約束金 154.8億円 

運用期間 2014年10月1日～2021年12月31日（決算期：12月） 

最終締切 2015年12月末  ※現在募集は行っておりません 

名称 THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合 

所在地 日本（投資事業有限責任組合契約に関する法律） 

出資約束金 120億円程度の予定 

運用期間 2017年1月20日～2023年12月31日（決算期：12月） 

最終締切 2018年3月末の予定 

昨今、これまでのブロックバスター型新薬の時代が終焉し、ヘルスケア産業は大
きな転換期を迎えています。これは、まさに新しいステージの序章であり、優秀
な人材の流動化が活発になり、挑戦的な研究に人・資金・知財を投下することで、
次世代の業界を担う企業が日本で生まれる可能性が高まっています。このさら
なる可能性を具現化するために私たちはウィズ・ヘルスケア日本2.0ファンドを設
立しました。 

一人ひとりの未来の健康に寄り添う製品に大きな期待が寄せられています。具
体的には、画期的な新薬や医療ニーズの高い疾患を早期に発見し治療を開始
できる診断・治療方法、一人ひとりが健康であると実感できる時間をより長くする
製品・サービスなどを想定しています。これら新薬、治療方法、製品・サービスに
は複数の技術分野の融合が重要と考えています。本ファンドでは、創薬、診断、
医療機器関連のイノベーションだけでなく、人工知能、IoT、機能性素材、美容・
健康に関するイノベーション、あるいは、複数のイノベーションを融合させた製
品・サービスを提供する企業に注目しています。 

名称 ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有
限責任組合 

所在地 日本（投資事業有限責任組合契約に関する法律） 

出資約束金 128億円 

運用期間 2013年4月1日～2019年12月31日（決算期：12月） 

最終締切 2014年3月末  ※現在募集は行っておりません 

日本には世界に誇る高度な技術や高品質なサービス・製品を持つ新興企業が
数多く存在します。しかしながら長期の経済停滞に起因する国内市場の縮小に
より、多くの企業が成長鈍化に苦しんできました。 
ウィズ・アジア・エボリューション・ファンドは、当社の持つ国内外の経営資源と
ネットワークを活かし、日本の優良企業をアジアの成長と結びつけることで、日
本企業の成長ポテンシャルと企業価値を最大限に顕在化させることを目指しま
す。 

8 
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中小機構の支援、当社ファンドへの期待 

バイオベンチャーだけでなく、ヘルスケア
関連中堅・中小企業の資金ニーズ、成長
支援ニーズは高い。 

中小企業基盤整備機構（中小機構）は、上場企業を含む中堅・中小企業の成長資金調達の
必要性、ハンズオン成長支援の重要性を理解していただいている最大の理解者であります。 

9 
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投資実行年 投資先企業名 本店所在地 上場市場 投資ファンド名 事業概要 

2017 

クラーロ 青森県弘前市 未上場 TheケンコウFuture インスペック社の子会社。デジタル病理診断機器開発、販売（遠隔医療）および顕微鏡開発事業 

インスペック 秋田県角館市 東証二部 TheケンコウFuture 精密基盤最終外観装置・パターン検査装置の製造販売。クラーロ社の親会社。 

CRI・ミドルウェア 東京都渋谷区 マザーズ アジア・エボリューション 
①音声・映像・ファイルシステムに関する研究開発、ミドルウェア製品としての販売・サポート 
②スマートデバイスを活用した情報システムの開発・提供 

TOCAGEN 米国サンディエゴ Nasdaq ヘルスケア日本2.0 遺伝子治療（新規抗がん薬）開発 

2016 

免疫生物研究所 群馬県藤岡市 ジャスダック ヘルスケア日本2.0 試薬、診断薬、タンパク医薬品受託製造、遺伝子組み換えカイコによる化粧品、医薬品開発 

QF Pay Japan 東京都港区 未上場 アジア・エボリューション フィンテック事業（中国で展開しているスマートフォン決済事業を日本で展開） 

ALBERT 東京都新宿区 マザーズ アジア・エボリューション 40人を超えるデータサイエンティスト集団 人工知能開発 

FRONTEO 東京都港区 マザーズ ヘルスケア日本2.0 自然言語AIを用いたリーガルテック、ヘルスケア診断、予防システム開発事業 

メドレックス 香川県東かがわ市 マザーズ ヘルスケア日本2.0 経皮吸収技術（オピオイド乱用防止製剤など）、マイクロニードル技術（経皮ワクチンなど）開発 

ハーツユナイテッドグ
ループ 

東京都港区 東証一部 アジア・エボリューション ゲームデバック事業 

シンバイオ製薬 東京都港区 ジャスダック ヘルスケア日本2.0 血液がん、疼痛管理医薬品開発 

2015 

CRI・ミドルウェア 東京都渋谷区 マザーズ アジア・エボリューション 
①音声・映像・ファイルシステムに関する研究開発、ミドルウェア製品としての販売・サポート 
②スマートデバイスを活用した情報システムの開発・提供 

メディネット 神奈川県横浜市 マザーズ ヘルスケア日本2.0 再生・細胞医療事業、免疫細胞療法事業のパイオニア 

ナノキャリア 千葉県柏市 マザーズ ヘルスケア日本2.0 ミセル化ナノ粒子技術を応用した新規抗がん薬の研究開発 

昭文社 東京都千代田区 東証一部 アジア・エボリューション ”まっぷる”や”ことりっぷ”などの地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売 

2014 

昭文社 東京都千代田区 東証一部 アジア・エボリューション ”まっぷる”や”ことりっぷ”などの地図・雑誌・ガイドブックの企画・制作及び出版販売 

ナノデックス 神奈川県横浜市 未上場 ヘルスケアPE1号 ドラッグデリバリー技術（新規抗がん薬）開発 

セルシード 東京都新宿区 マザーズ ヘルスケアPE1号 細胞シート再生医療事業、再生医療支援事業 

2013 

アドバンスドメディア 東京都豊島区 マザーズ アジア・エボリューション 音声認識技術の研究開発/サービス提供 

ジーンテクノサイエンス 北海道札幌市 マザーズ ヘルスケアPE1号 バイオシミラー、再生・細胞医療事業 

2012 
シンバイオ製薬 東京都港区 ジャスダック ヘルスケアPE1号 血液がん、疼痛管理医薬品開発 

ナノキャリア 千葉県柏市 マザーズ ヘルスケアPE1号 ミセル化ナノ粒子技術を応用した新規抗がん薬の研究開発 

10 

投資実績 
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ウィズ・ヘルスケアPE1号ファンド バリューアップ支援内容 

11 

主な投資対象：創薬中心の上場バイオベンチャー企業 

①ナノキャリア 
②ジーンテクノサイエンス 
③シンバイオ 

ウィズ・ヘルスケア
PE1号 

創薬 

② 
• 国内製薬企業との共同開発 
• 国内大手事業会社と資本業務提携により資金調達お
よびパイプライン開発加速化 

• 海外製薬企業との業務提携 
• 国内大手企業から人材紹介 
• IRサポート 

① 
• 大手化粧品会社との共同研究 
• 海外,国内製薬企業との共同研究締結 
• 国内大手企業から人材紹介 
• 国内大手事業会社との業務提携 
• 日本のバイオベンチャー企業で初めてグローバルオ
ファリング実施 

• IRサポート 

Whiz サポート 

③  
• 資金調達によりパイプラインが加速化 
• 複数の導入候補バイオベンチャー企業の紹介 
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再生医療 

診断・予防 
AI 

創薬 

①ナノキャリア 
②シンバイオ 
③メドレックス 
④Tocagen 

免疫生物研究所 

メディネット 

FRONTEO 

ウィズ・ヘルスケア日本
2.0 

ウィズ・ヘルスケア日本2.0ファンド バリューアップ支援内容 

Whiz サポート 

投資対象：創薬の他、診断（試薬）、AI等のヘルスケア関連企業へ  

事業開発支援、人材不足に対する支援ニーズは業種を問わず高い 

③ 
• 英語資料修正、改善。 
• 海外のパートナリング・カンファレンスに

メドレックスの代わりに出席し、グローバ
ル製薬企業や各国製薬メーカーと面談し
説明。 

① 
• 大手化粧品会社との共同開発、販売 
• 海外,国内製薬企業との導入交渉サポー

ト 
• IRサポート 

• GMP施設の運営に詳しいコンサルタント
およびGMP下でのバイオ医薬品の製造・
精製・分析実務の経験がある大手製薬
企業のOBを紹介。 

• 英語資料修正、改善。 
• 海外のパートナリング・カンファレンスに

免疫生物研究所の代わりに出席し、グ
ローバル製薬企業や各国製薬メーカーと
面談し説明。 

• ヒトコラーゲン化粧品原料を日本の化粧
品会社に紹介。 

• 診断医薬ビジネス人材を紹介。 
• 英文契約書の作成の実績がある弁護士

事務所を紹介 
• IRサポート 

• 国内大手企業から複数の専門
家を紹介。 

• 転倒・転落予測に関する成果の
論文添削、修正。 

• FRONTEO社のAI技術とシナジー
が期待できるバイオベンチャーを
複数紹介。 

• 協業可能国内企業紹介 
• IRサポート 

• 細胞加工工場見学の紹介（製
薬企業10社以上、他大手事業
会社2社） 

• 海外、国内の再生医療関連技
術の紹介 

Whiz サポート 

Whiz サポート 

Whiz サポート 
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バイオベンチャーの市場環境について 

13 

市場の見方 
バイオベンチャーは（特に専門的な話になると）何を言っているのかわからな
いし、（製品開発期間が長く開発計画も）言ったとおりになっていない。 
市場からの信頼は高くない。 

株価形成 
何等かの事象をもとに、個人的投資家を中心とした投機的資金が特定の銘柄に
流入する。株価は極めてボラタイル。 

市場の注目 
バイオベンチャーの基盤技術や専門知識と他分野のイノベーション（AI、IoT、
機能性素材など）の融合により、新しいヘルスケ産業が育ちつつある。市場
では最終製品をイメージし易い新しい事業が注目されているように思う。 
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他、CVCなどについて 

14 

CVCに対する企業側の目的 
将来製品パイプラインの青田買い（戦略的投資）→役割：情報源と早期絞り
込み 
 
CVCに対する投資先企業の懸念点 
希薄化。企業の色が付くことで企業成長に制限がかかる。 
 
結局のところ、豊富な情報源をもつVCシンジケートに入り込めればCVCの役
割はいらなくなる？武田薬品などではどうか？日本のVCの課題は？ 
 
人材流動の重要性 
製薬会社、バイオベンチャー、他業種企業、アカデミア、政府機関、VC、上場

企業を対象とした投資会社、証券会社、銀行などなど、ヘルスケア産業を取
り巻くステークホルダー間の人材流動を促進、活性化させることは産業競争
力の底上げに繋がると考える。 
 
イノベーションの現金化、事業化における課題 
オープンイノベーション？ 
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【お問い合わせ先】 
 
 株式会社 ウィズ・パートナーズ   
 

 〒105-6236 東京都港区愛宕2-5-1  
 愛宕グリーンヒルズMORIタワー36F 
 Tel :  03 6430 6773 
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