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東京大学エッジキャピタル（UTEC）取締役 / パートナー 坂本教晃 
経済産業省では、中小企業金融円滑化関連法案や家電リサイクル法の法案作成業務や未踏ソフ

トウェアプロジェクトに従事。退官後、アパレル流通のファミリービジネスに参画し、新規事

業立上げ及び事業整理を実施。McKinsey&Company では、日本・東南アジア・欧州を中心に

製薬、医療機器、自動車、ハイテク、消費財、金融機関等の業界各社に対し、営業・マーケテ

ィング、SCM、M＆A に関するプロジェクトに従事。これまで株式会社自律制御システム研究

所/ACSL（2018 年 12 月東証マザーズ上場：6232）等の社外監査役、ニューラルポケット株式

会社（2020 年 8 月東証マザーズ上場：4056）等の社外取締役を務めた。 
Forbes Japan の 2021 年版 Japan's Midas List「日本で最も影響力のあるベンチャー投資家ラン

キング」で 3 位に選出された。 
東京大学経済学部卒業。コロンビア大学経営学修士（MBA）取得。 
 

 
500 Startups 日本担当ディレクター 大出歩美 
世界で最もアクティブなアクセラレーターおよびシード投資を行うベンチャーキャピタル 500 
Startups の日本担当ディレクター。日本におけるアクセラレーションプログラム、大企業のオ

ープンイノベーション活動、スタートアップエコシステム形成等の支援に従事。 
渋谷区のスタートアップエコシステム形成のスペシャルアドバイザー。 



新卒で創業半年の教育系スタートアップに第一号社員として入社。創業社長と共に、新規事

業、企業・事業戦略、企画、営業、運営、マーケティング、人事、経理、IT 等企業経営全般に

従事。その後、クラウドサービスを手掛ける ITスタートアップに創業社長の右腕として入社

し、新規事業、組織戦略、グローバル事業等を担当。 
コロンビア大学経営大学院（MBA）、コロンビア大学バーナードカレッジ卒業。 
 
CVC について: 
Columbia Venture Community(CVC)は、アントレプレナーシップとイノベーションのあらゆる

側面に関心を持つ約 6,000 人のコロンビア大学の卒業生からなるネットワーク。2006 年に設立

された CVC は、これまでに世界中で 480 以上のイベントを主催。 今日、CVC は複数のグロー

バルプログラム、対面でのイベントやバーチャルイベント、メンバーがリソースを共有するた

めのオンラインコミュニティを運営。 
https://www.columbiaventurecommunity.com/ 
 
CVC はコロンビア同窓会(CAA)の下で正式に "shared interest group" (SIG) として活動してお

り、大学と密接に連携しています。 
  

https://www.columbiaventurecommunity.com/


 
Introduction of CVC Japan Chapter Leads 
 

 
Noriaki Sakamoto, Partner and Board Member at UTEC (The University of Tokyo Edge 
Capital) 
At METI, Nori was engaged in developing the acts for SME finance and home appliance 
recycling. After leaving METI, he joined his family business in apparel logistics, establishing and 
organizing businesses. At McKinsey & Company, he worked on projects for pharma, medical 
devices, auto, high-tech, consumer goods and retail companies in Japan, Southeast Asia, and 
Europe, supporting Marketing & Sales, Supply Chain Management, R&D and M&A strategy for 
4+ years. He served as a board member auditor in ACSL (listed in the TSE Mothers in 
December 2018) and a board member in Neural Pocket (listed in the TSE Mothers in August 
2020). He was elected 3rd as “2021 Japan’s Midas List: the most influential Venture Capitalist in 
Japan” in Forbes Japan. Nori graduated from the Faculty of Economy from the University of 
Tokyo and earned an MBA from Columbia University. 
 

 
Ayumi Ode, Director of Japan at 500 Startups 
Ayumi is Director of Japan at 500 Startups, one of the world’s most active seed stage venture 
capital firms and innovation networks. She leads 500 Startups’ efforts related to corporate 
innovation and startup ecosystem formulation in Japan. 
She is also a special advisor for startup ecosystem development for the Shibuya City 
Government in Tokyo. 



She developed strong entrepreneurial mind and skill sets through nearly 10 years of experience 
working directly with founder CEOs on business management both at a 40-person startup 
specialized in cloud services for creativity purposes as the CEO’s right hand woman and an 
educational and career coaching startup as its first full-time employee. 
Ayumi earned a Master of Business Administration (MBA) from Columbia Business School and 
a Bachelor of Arts (BA) from Columbia University Barnard College. 
 
More about CVC: 
Columbia Venture Community (CVC) is a network of nearly 6,000 Columbia alumni interested in 
all aspects of entrepreneurship and innovation. Founded in 2006, CVC has hosted more than 
480 events around the world. Today, CVC hosts multiple global programs, in-person and virtual 
events, and an online community for members to share resources. 
https://www.columbiaventurecommunity.com/ 
 
CVC is officially a "shared interest group" (SIG) under the Columbia Alumni Association (CAA) 
and works closely with the University. 

https://www.columbiaventurecommunity.com/

