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The forum will bring together: 
今回のフォーラムでの予定参加・講演者数

Despite the challenges and economic uncertainties of 2020, Japanese dealmaking has maintained its momentum and is expected 
to pick up the pace in 2021. 

Against this backdrop, the 5th Japan M&A Forum, hosted by Mergermarket and AVCJ, will be returning this year as a hybrid event, 
bringing together leading corporate investors, senior advisors, and private equity practitioners from across around the world for 
an exclusive gathering into the Japanese M&A landscape.

Through a series of interactive panel discussions, presentations and case studies the event aims to provide the delegates with 
insights into the latest trends and opportunities available for those pursuing Japanese M&A.

昨年の日本の M&A 業界は経済的な不安定要素や課題を抱えながらもこれまでの勢いを堅持し、今年はそのペースが加速することが見込まれ
ています。

そうした中、5 度目の開催となりますマージャーマーケットとAVCJ 主催によるジャパン M&Aフォーラムは、本年は現地会場とオンラインでのハ
イブリッド開催となります。トップレベルの機関投資家、シニアアドバイザー、プライベート・エクイティ業界関係者らの世界中からの参加が見込まれ、
日本の M&A 業界についての議論を交わします。

双方向パネルディスカッションやプレゼンテーション、ケース・スタディを通して、国内 M&A を検討するうえで有用となる最新の傾向と投資機会
についての知見をお届けします。

https://events.mergermarket.com/japanforum
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Mergermarket GOES HYBRID 
ONE COMMUNITY, TWO WAYS TO BE PART OF IT
ALL DELEGATES WILL HAVE ACCESS TO THE VIRTUAL PLATFORM

Mergermarket フォーラムのハイブリッド開催について
フォーラム参加者が選べる２通りの参加方法
オンライン・プラットフォームへは参加者全員がアクセス可能

    Japan M&A Forum is a hybrid experience connecting our in-person and virtual 
attendees from across the globe on one community platform.

 Your virtual pass allows you to access cutting-edge interactive panel 
discussions, briefings, case studies and live Q&A sessions. For our attendees 
in Tokyo, you will have a front row seat to all the content, access to the 
networking functions along with the feeling of being back with your peers to 
meet face-to-face. All attendees will be live on the networking platform so you 
can connect with the whole community from the comfort and convenience of 
your device wherever you are in the world.

 ジャパンM&Aフォーラムでは、会場での参加者と世界各地からの参加者とを結ぶオン
ライン・プラットフォームが提供されます。 

 バーチャルパスのご利用により、最先端のテーマを取り扱う双方向パネルディスカッシ
ョンやブリーフィング、ケーススタディや質疑応答へのアクセスが可能となります。これに
より、東京にいる参加者でも全てのセッションを最前列で視聴でき、ネットワーキング機
能を利用すれば、まるで現地にいるような感覚で１対１のミーテイングも可能です。ネ
ットワーキング・プラットフォームを通じて全ての参加者がライブでつながるので、世界
中のどこからでも、お使いのデバイスを通じて業界関係者のコミュニティに便利で快適
な環境でのアクセスが可能です。 

           On-demand 
  オンデマンド機能

 
Replay all sessions at your 
convenience so you never miss 
the content and experts that are 
key to your business. 
お好きな時間に全てのセッションのリプ
レイが可能。ビジネスに重要なコンテン
ツや専門家のコメントを見逃すことがな
くなります。

24
         Physical & Virtual Expo 
                現地会場とオンライン上でのExpoホール

 
Browse the expo hall and learn more 
about the exhibitor’s services and 
products. Access educational resources 
and videos and chat with the team face-
to-face or online.

    現地会場とオンライン上で開設されているExpo
ホールで、参加企業の商品・サービスの閲覧が可
能。チャットを通じた参加者との直接のやりとりや、
参加企業に関する資料やビデオメッセージへのア
クセスも。

           Watch Live  
	 		ライブ中継の視聴

 
Your front row seat to watch 
panel discussions, presentations 
and fireside chats from thought 
leaders. 
パネルディスカッションやプレゼンテーシ
ョンに加え、オピニオンリーダーによる談
話などを最前列で視聴。

         Video meetings

            ビデオミーテイング機能
 

Message and arrange face-to-face 
video call with your fellow participants. 
Promote your fund and services to the 
people who matter to you. 
他の参加者とのメッセージのやりとりや１対１で
のビデオミーテイングが可能。自社ビジネスにとり
重要な人物に対し、ファンドやサービスのプロモ
ーションとして活用できます。

           Audience Interaction

               講演者とのリアルタイムな対話

   Our proprietary online platform 
enables you to take part in live Q&A 
sessions and audience polls. Get the 
in-depth answers in real-time. 
独自のオンライン・プラットフォームにより、質
疑応答へのライブ参加や視聴者投票へ一票を
投じることも。質問に対する専門家からの詳細
な回答にリアルタイムでアクセスが可能。

Key features of the immersive virtual pass

         Virtual roundtables

            
 

   Join interactive roundtables to discover 
new opportunities in the market. If you’ve 
missed face-to-face engagement with 
the industry this year, don’t miss this 
opportunity to connect and be part of 
interactive discussions with your peers.

     新たな投資チャンスの発掘に双方向ラウンドテーブ
ル・ミーティングをご活用ください。今年になって1対1
のミーティングが実現できていないのであれば、業界
関係者との双方向ディスカッションを提供するこの機
会をお見逃しなく。

オンライン・ラウンドテーブル・ミーティング

Japan M&A Forum   ジャパンM&Aフォーラム
Co-hosts 共催:



Japan M&A Forum   ジャパンM&Aフォーラム
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Register now online at オンライン登録 https://events.mergermarket.com/japanforum

Email  電子メール: book@avcj.com     Call 電話: +852 2158 9636

1. Latest activity in the Japanese domestic M&A market 
including carve outs, divestitures of non-core assets, portfolio 
management 

2. Navigating outbound M&A deals in a post-pandemic world ‒ 
opportunities in the pipeline and challenges with due diligence

3. The continued growth of shareholder activism and corporate 
governance in the region, including the unwinding of parent-

child listings and hostile takeovers 
4. Sectors: updates on technology and healthcare deals in the 

region 

5. Private equity activity in the region and how Japanese 
strategics are competing

• REGIONAL VIEW: Discover the themes and 
trends which will dominate Japanese M&A in the 
year ahead

• CORPORATES: Hear from top corporates and 
M&A experts in Japan about their insights into 
domestic and outbound dealmaking

• SECTORAL AND REGIONAL INSIGHTS: Gain 
the latest updates on dealmaking across Asia 
and beyond, in sectors ranging from technology 
to healthcare

• STRATEGIES: Hear from leading corporates and 
private equity professionals on their investment 
strategies for the region

• NETWORK: Connect with 400+ senior 
delegates including 120+ corporate investors 
and 25+ speakers from Japan and Asia

1. カーブアウト、ノンコア資産の売却、ポートフォリオマネジメントな
ど国内 M&A 市場の最新動向

2. パンデミック収束後のアウトバウンドM&A の方針―候補案件に
見る投資機会とデューデリジェンスにおける課題

3. 親子同時上場の解消や敵対的買収などコーポレートガバナンス
に関する問題と、活発化する株主アクティビズム

4. 個別の注目分野：テクノロジー・ヘルスケア分野での最新案件動
向

5. プライベート・エクイティ企業の国内動向と、これに対抗する日本
のストラテジック・バイヤー

• 地域別の視点：今後の日本の M&A業界で主流となる将
来のテーマとトレンドを探る

• 企業側の視点：国内および対外案件について、日本のト 
ップ企業や M&A 専門家の見解を聞く

• 特定分野・地域別の視点：クノロジー業界からヘルスケ
ア分野に至るまで、アジア全域での M&A の最新状況を
知る

• 戦略的な視点：アジア地域での投資戦略について、大手
企業やプライベート ・エクイティの専門家の見解を聞く

• ネネットワーキング：日本およびアジア地域から参加予
定の 25名超の講演者、120名超の機関投資家をはじめ
とする 400 名以上の幹部・役員クラスの参加者との交流
を図る

TOPICS DISCUSSED WILL INCLUDE  予定している主なテーマ：

BENEFITS OF ATTENDING INCLUDE 本フォーラムの特徴 :

2020 Japan M&A Virtual Forum DELEGATE COMPOSITION  
2020年のジャパンM&Aオンラインフォーラムの参加者の内訳

 Over 400 participants from 17 countries 
and more than 250 companies 

 17カ国、250社から400人以上の参加者

 24 speakers

 24人以上の講演者 

 Attended by 120+ Corporate 
Investors from Japan and 
Overseas
 日本国内外から120+人以上のリミテッ
ド・パートナーが参加
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Kensaku Bessho
Managing Director, Investment Banking 
Business Unit
MITSUBISHI UFJ MORGAN STANLEY 
SECURITIES CO., LTD.
別所 賢作
マネージングディレクター／M&Aアドバイザリー・グ
ループ統括責任者
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

Seth Fischer
Founder and Chief Investment Officer
OASIS MANAGEMENT
セス ・フィッシャー
創設者兼最高投資責任者
オアシス・マネジメント　

Takeshi Hitomi
Partner, M&A Group Leader
NTT DATA INSTITUTE OF MANAGEMENT 
CONSULTING, INC.
人見 健
M&Aグループリーダー　パートナー
株式会社NTTデータ経営研究所
 

Masahiko Ishida
Partner/Head of Corporate-Japan
DLA PIPER TOKYO PARTNERSHIP
石田 雅彦
パートナー／コーポレート部門代表　
DLAパイパー東京パートナーシップ外国法共
同事業法律事務所

Gaurav Jain
Managing Director
XIB INC.

Leading speakers  講演予定の著名投資家

Keynote  基調講演

Takayuki Morita
President and Chief Executive Officer (Representative 
Director)
NEC CORPORATION
森田隆之　
代表取締役 執行役員社長兼CEO
日本電気株式会社

In Joon Hwang
Senior Managing Corporate Officer, CGIO  
(Chief Global Investment Officer)
Z HOLDINGS CORPORATION
黄 仁埈 IN JOON HWANG
専務執行役員 CGIO  
(CHIEF GLOBAL INVESTMENT OFFICER)
Zホールディングス株式会社

Charandeep Kaur
Partner
TRILEGAL

Shinichiro Kita
Representative Director/ Senior Partner
ADVANTAGE PARTNERS
喜多 慎一郎
代表取締役/ シニア パートナー
株式会社アドバンテッジパートナーズ

Kazushige Kobayashi
Managing Director
MCP ASSET MANAGEMENT

Rei Kyogoku
Executive Officer, Head of Investment 
Banking
SMBC NIKKO SECURITIES
京極 玲
執行役員 コーポレート・ファイナンス本部長
SMBC日興証券株式会社

Tsuyoshi Maruki
CEO & Representative Director
STRATEGIC CAPITAL
丸木 強
代表取締役
株式会社ストラテジックキャピタル　

Speakers 講演者
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Nobuhiko Masuto
Representative Director and President
GCA PARTNERS CORPORATION
益戸 宣彦
代表取締役社長
GCAパートナーズ株式会社

Ashwyn Misra
Partner
TRILEGAL

Alicia Ogawa
Director, Project on Japanese Corporate 
Governance and Stewardship
COLUMBIA BUSINESS SCHOOL
アリシア 小川
スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナ
ンス・コードプログラム　プロジェクト　ディレクター
コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所

Hiroaki Ota
Director and Executive Operating Officer, 
Chief Financial Officer
SHIBAURA MACHINE CO., LTD
大田 浩昭
取締役 最高財務責任者 専務執行役員 経営企画
本部分担
芝浦機械株式会社

Seiji Ota
Partner, Deal Advisory
KPMG

Koji Sasaki
President and Managing Partner
T CAPITAL PARTNERS
佐々木 康二
取締役社長
ティーキャピタルパートナーズ株式会社

 

Naoya Seguchi
Head of M&A Advisory
MITSUBISHI CORPORATION
瀬口 直哉
財務開発部部長代行 兼 M&Aアドバイザリーチー
ムリーダー
三菱商事株式会社

Yuji Takei
Managing Director, Private Equity
BAIN CAPITAL
竹井 友二
マネージングディレクター
ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・
ジャパン・LLC

Yoichi Tamagawa
Co-head Japan Private Equity
PAG JAPAN
玉川 洋一
日本共同代表
PAG JAPAN

Gen Tsuchikawa
Chief Investment Manager
SONY INNOVATION FUND
土川 元
チーフインベストメントマネージャー
ソニーイノベーションファンド
 

Ed Vinales
Public Markets Editor
DEALREPORTER & PARR APAC

Tatsuya Yumoto
Founding Partner, Investment Committee 
Member
J-STAR CO., LTD
湯本 達也
パートナー　創立メンバー　投資委員会委員
J-STAR CO., LTD

Leading speakers  講演予定の著名投資家

Speakers 講演者
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Simultaneous interpretation in Japanese and English 日英同時通訳あり

Programme
FRIDAY, 29 OCTOBER 12:00 

Luncheon keynote address: Z Holdings and LINE  
Business Integration Case Study

12:30 Networking Lunch

13:30 
Pursuing innovations through technology M&A: The 
corporate perspective 

Technology investments remain one of the most active 
sectors in Japanese M&A. Bolstered by the pandemic, 
which has accelerated the pace of digitalisation and 
e-commerce, Japanese corporates in sectors ranging 
from financial services to healthcare continue to 
search for technology acquisitions to assist business 
transformation and innovation. Against this promising 
backdrop, our panel of corporate executives discuss 
dealmaking in this sector, and how companies can 
future-proof their positions by pursuing domestic and 
outbound technology M&A.

• Where are top Japanese corporates looking 
to make strategic investments – domestic or 
outbound? 

• Which sub-sectors are Japanese investors looking 
at, including healthtech and fintech?

• From a corporate perspective, what are the 
challenges of investing in foreign technology 
companies, and has the pandemic made things 
more difficult?

• Venture capital in Japan – are more companies 
choosing M&A as an exit route and, if so, why?

14:30  Networking break

15:00 Going outbound: Japanese M&A investment in India  

Japanese outbound M&A remains cautiously 
optimistic, as cash-rich strategics look to acquire 
businesses to bolster their operations. In particular, 
Japanese investments in India are poised for a 
boom, particularly in light of the pandemic, which 
has resulted in an increase in distressed assets in 
the region. However, investing comes with its own 
set of unique regulatory, geopolitical, and cultural 
challenges. Our panel of leading advisors share their 
views on how best to capture opportunities in India. 

• What have been the key investment trends in 2021, for 
example, increased distressed assets and restructurings, 
and what is the outlook for the rest of the year? 

• Which sectors are the most attractive to Japanese investors, 
such as India’s startup ecosystem?

• What are some of the challenges Japanese investors should 
expect to face when dealing with outbound M&A in India 
next year, such as valuation, corporate governance, and due 
diligence issues?

• Which best practices can Japanese investors borrow from 
recent acquisitions in India?

16:00  Networking break

09:20 Opening Remarks

09:25 Keynote address

09:45 
Japanese M&A update: Dealmaking in a post-pan-
demic world 

Despite the global pandemic, Japan emerged as 
one of the leaders of M&A growth in Asia in 2020. 
Contributing to half of the region’s mega deals, 
dealmaking is set to continue gaining momentum in 
2021. The past year has seen an uptick in domestic 
M&A activity, as corporates offload their non-core 
assets, consolidate their operations, and strengthen 
their business portfolios. While outbound M&A 
has not reached pre-2020 levels, the influx of 
domestic deals, dry powder, and pent-up demand 
surely means that corporates will once again turn 
to cross-border acquisitions. Against this backdrop, 
our panel of leading experts discuss the current 
trends and deal flow activity in and out of Japan, 
and how to best approach dealmaking in a post-
pandemic world. 

• What will be the future themes and trends driving 
Japanese M&A in the next 12 months?

• Domestic M&A: What has driven the trend for 
corporate carve-outs and divestitures in the 
past year, and will the streamlining of businesses 
continue? 

• Outbound activity: Where are companies seeking 
targets, what will be the opportunities in the 
pipeline, and where will the challenges lie? 

• What and where are the opportunities for 
Japanese corporates, and how do they plan 
on streamlining their businesses as the world 
emerges from the pandemic? 

10:45  Networking break

11:15 
Corporate governance and shareholder activism in 
Japan – a growing wave

Although the rise of shareholder activism in Japan 
is not new, the pandemic has heightened the 
growth of activity in the region. On the regulatory 
front, recent corporate governance reforms mean 
that listed companies have to take into account 
independent board directors, management diversity, 
and environmental disclosure. At the same time, 
hostile bidding for domestic rivals and unwinding of 
parent-child listings continues to rise, as corporates 
become more attuned to shareholder value and activist 
pressure, signalling a wave of consolidation and selling 
in the market. Our panel of advisors discuss how best 
to manage shareholder expectations in the region and 
prepare for governmental reforms.

• What are the drivers of shareholder activism and 
corporate governance in the region?

• How will recent corporate governance reforms 
smooth the rise of shareholder activism, and how 
will they drive further consolidation?

• Given the activity in 2020, will we see more 
unwinding of parent-child structures in the 
region? 

• What is driving the growth of hostile bids in Japan, 
and what can we learn from the Nitori-Shimachu 
takeover bid?
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16:15 The rise of Japanese private equity

Despite the pandemic, Japan continues to be an 
increasingly attractive investment destination, with 
global private equity firms setting up shop in the 
region to win deals from domestic corporates that 
are revamping their businesses. With funds sitting on 
substantial amounts of dry powder and an increasingly 
large number of domestic companies looking to 
unload noncore operations to private equity sponsors, 
the outlook for the industry looks promising. However, 
there are concerns of overheating as well as a lack 
of available assets. Our panel of leading global and 
regional GPs share their views on the market. 

• What have been some notable deals in the past 12 months, 
and what is the outlook for the rest of 2021? Where do large-
cap and mid-cap firms see opportunities, and what is the 
fundraising outlook?

• Why are Japanese corporate management teams becoming 
more receptive to private equity as a buyer?

• How are Japanese strategics competing for assets during 
the auction process? 

• Is the private equity market in Japan in danger of 
overheating? 

17:15  Networking Cocktail

18:30 Close of conference

Programme
Day 1 : TUESDAY, 3 March2021年10月29日(金曜日)

09:20 開会のご挨拶

09:25 オープニング・キーノートスピーチ

09:45 日本企業によるM&Aの最新状況：パンデミック収束後の
予測

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中にあっても日本は昨
年、アジアにおけるM&Aの伸長を牽引した国の一つとなった。同地
域での大型案件の半数に貢献した日本勢のM&Aの勢いは、2021
年には益々加速すると思われる。昨年は、日本企業によるノンコア
資産の売却、事業再編やポートフォリオの強化など、国内M&A活
動が活発化した。対外(アウトバウンド)M&Aのレベルはまだ2020
年以前の水準には達していないとはいえ、国内案件数やM&A待機
資金の増加、それに潜在的な需要を考えれば、日本企業が再び対
外M&Aに目を向けることは確実と見られる。こうした状況のもと本
セッションでは、国内外のM&Aの現状と傾向、さらにパンデミック
収束後のベストアプローチについて、M&A業界の第一線で活躍す
る専門家の見通しを聞く。
• 今後一年間の日本企業によるM&Aを推進させる主要テーマ・傾

向には何が挙げられるか？
• 国内M&A：過去一年間に日本企業がカーブアウト・事業売却を

推し進めた背景は何か？　また事業の合理化・スリム化の傾向
は今後も継続が期待できるのか？

• 対外M&A：日本企業が対外M&Aの対象としてみている地域はど
こで、対象候補にはどういった案件があるのか？　また、課題と
なる要素は何か？

• パンデミックのダメージから世界が立ち直りつつあるなか、日本
企業にとっての投資チャンスはどの分野・地域なのか？　また、
事業のスリム化をどのように進めるつもりなのか？

10:45  ネットワーキング・ブレイク

11:15 コーポレート・ガバナンスと株主アクティビズム：進化する
対応

日本における株主アクティビズムの高まりは特に目新しいもので
はないのだが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けい
っそう活発化した。法規制の面からみると、近年のコーポレート・
ガバナンス改革により上場企業は、独立取締役や経営陣の多様
性、環境関連事項の情報開示などにも配慮しなければならなくな
った。また同時に企業は、株主価値やアクティビストからの圧力に
も敏感になっており、国内ライバル企業に対する敵対的買収や親
子上場の解消にからむ案件などが増加の一途をたどっている。こ
のことは今後の事業再編・売却案件の大きなうねりを予見してい
る。本セッションでは、アジア地域の株主の期待を汲み取り、政府
の規制改革に備えるためのベストオプションを、アドバイザーらに
より検証する。
• 日本における株主アクティビズムとコーポレート・ガバナンスの

原動力は何か？
• 近年のコーポレート・ガバナンス改革は今後、株主アクティビズ

ムにどのような影響を及ぼし、企業の事業統合をどう加速させる
のか？

• 昨年の日本市場での案件を考えると、親子上場問題解消に絡む
案件は今後も増加が期待できるか？

• 日本における敵対的買収案件増加の原動力は何か？　また、ニ
トリによる島忠買収から得られる教訓は何か？

プログラム
Simultaneous interpretation in Japanese and English 日英同時通訳あり
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Mergermarket is the leading provider of forward-looking intelligence, real-time business news, analysis and data on M&A. Our global 
network of dedicated journalists reports on early stage opportunities ahead of other news sources. Together with specialized analysis 
and data, Mergermarket offers an indispensable resource for M&A professionals.

AVCJ is the leading provider of intelligence on Asian private equity and venture capital. AVCJ's suite of products focuses on news and 
analysis, research and data, as well as, a series of high level conferences and networking events held in the financial centres of Asia.

マージャーマーケットはM&A データの提供・分析に加え、リアルタイムの企業ニュース、将来予測につながるような M&A 関連情報を提供しています。世界中
に張り巡らされた専属ジャーナリストのネットワークを通じて、アーリーステージでの投資機会情報を他社に先がけてお届けしています。独自のデータ分析を
組み合わせたサービスは、M&A 業界のプロフェッショナルの方たちにとって欠くことのできない情報源となっています。

AVCJはアジアでのプライベート・エクイティやベンチャー・キャピタル関連の動向に関する主要な情報提供会社です。ニュース、情報分析、データベースやリサ
ーチサービスを提供する他、アジア地域での主な金融市場においてエグゼキュティブを対象としたカンファレンスや交流イベントの主催も行っています。

THE ORGANISERS 主催社について：

https://events.mergermarket.com/japanforum

Simultaneous interpretation in Japanese and English 日英同時通訳あり

12:00 ランチタイム・キーノートスピーチ: Zホールディングスと
LINEの経営統合についてのケーススタディ

12:30 ネットワーキング・ランチ

13:30 企業投資：テクノロジー分野でのM&Aによるイノベーショ
ンの追求

テクノロジー分野への投資は日本企業によるM&Aの中でも最も活
発なものの一つとなっている。 パンデミックの影響によりデジタル
化やeコマース化が加速していることもあり、事業変革やイノベーシ
ョンをサポートするテクノロジー関連資産は金融サービス分野から
ヘルスケアまで、幅広い日本企業の買収対象候補となっている。売
り手市場であるこうした状況の下、本セッションではテクノロジー分
野でのM&Aの現状に加え、そうした国内外のテクノロジー資産の買
収が企業の将来的なリスク軽減にどう活用できるのかについて、企
業経営陣の見解を聞く。

• テクノロジー分野への戦略投資を検討している大手日本企業が
ターゲットとしているのは、国内市場、海外市場のどちらなのか？

• フィンテックやヘルスケア分野など、国内投資家が注目しているサ
ブセクターはどこか？

• 企業側の観点から見て、海外テクノロジー企業への投資の際に課
題となる要素は何か？　また、そうした課題はパンデミックの影響
により、より深刻化しているのか？

• 日本のベンチャー・キャピタル市場―エグジット戦略としてM&A
を選択する企業は増えているのか？　また、そうであればその理
由は何か？

14:30  ネットワーキング・ブレイク

プログラム
15:00 対外案件への進出：日本企業によるインドへの投資

日本企業による今後の対外M&Aについては、手元資金の豊富な事
業会社がビジネス強化のための案件を模索していることもあり、慎
重ながらも楽観的な見通しが示されている。特にインドへの投資に
関しては、パンデミックの影響によりディストレスト資産が増加したこ
ともあり、今後火がつく可能性がある。ただしこれには、インド特有
の規制当局の方針や、文化的・地政学的な課題も伴う。本セッション
では、インドにおける投資機会を最大限活用する方法について、大
手アドバイザーの見方を紹介する。
• ディストレスト資産や事業再編の増加など、インド投資における

今年これまでの主要テーマには何が挙げられていたか？　そして
今後の投資テーマとしては何が挙げられるのか？

• インドのスタートアップ企業など、日本企業の投資先として最も魅
力的な分野はどこか？

•  来年、インドでのM&Aを検討する場合、事業価値の算定やコーポ
レート・ガバナンス、デューデリジェンスの実施など、日本企業が
直面するであろう課題は何か？

• インド市場における最近の買収案件のうち、日本企業にとり参考
となり得る成功事例はどれか？

16:00  ネットワーキング・ブレイク

16:15 日本におけるプライベート・エクイティ市場の高まり

パンデミックの状況下においても日本はますます魅力的な投資先
となってきている。企業が進める事業再構築に絡む案件を獲得しよ
うと、世界的な大手プライベート・エクイティ企業も日本に進出して
きている。多額の投資準備資金を抱えているファンドや、プライベー
ト・エクイティ企業へのノンコア資産の売却を検討している国内企
業数の増加を考えれば、この業界の見通しは明るいと言える。一方
では、売却対象となり得る資産の不足や過熱感に対する懸念も指摘
されている。本セッションでは、国内外の大手GPが今後の市場見通
しについて予想する。
• 過去1年、どのような大型案件があったか、そして今年年末までの

見通しはどうか？　大企業・中堅企業はどの分野をチャンスと見
ているのか？　また、資金調達動向の見通しはどうか？

• 日本企業の経営陣が事業・資産の売却先として、以前よりもプラ
イベート・エクイティ企業を受け入れている要因は何か？

• 事業・資産売却のプロセスにおいて、日本の事業会社は買い手と
してプライベート・エクイティ企業にどう対抗するのか？

• 日本のプライベート・エクイティ市場は過熱気味なのか？

17:15  ネットワーキング&カクテルパーティー

18:30 閉会
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Email this form to book@avcj.com

If you have a discount code, please 
insert:
割引コードをお持ちの場合は、こちらにご入力ください:Japan M&A Forum 2021

ジャパンM&Aフォーラム 2021

240619

Payment details お支払い方法

Registration enquiries 登録に関するお問い合わせ: Anil Nathani 電話 t： +852 2158 9636 電子メール e: book@avcj.com

Speaking opportunities 講演者に関するお問い合わせ: Jessica Shum   電話 t： +852 2158 9715   電子メール e: Jessica.Shum@acuris.com

Sponsorship enquiries スポンサーに関するお問い合わせ: Darryl Mag         電話 t： +852 2158 9639    電子メール e: sponsorship@avcj.com 

Marketing and media enquiries: マーケティング・メディア対応: Meian Chan   電話 t： +852 2158 9649  電子メール e: meian.chan@acuris.com

Contact us
連絡先

Japan M&A Forum booking details ジャパンM&Aフォーラム参加費用の詳細

In-person ticket fees include the one-day conference, refreshments and luncheons, one evening reception and all conference documents. 入場チケットの料金には、当日の昼食・軽食、懇親会、カンファレンス資料の代金が含まれます。
Virtual pass fees include the virtual forum pass, networking tool, and all conference documents. オンラインパスの料金には、ネットワーキングツールとカンファレンス資料の代金が含まれます。

Yes	はい No	いいえI would like to receive a CPD certificate with confirmation of attendance | フォーラムへの参加を証明するCPD certificate の発行を希望します                                      

Mr/Mrs/Ms                      First name 名 Last name 姓 

Job title お役職  

Company 御社名 

Address 所在地 

City 都市 Country 国 Post/zip code 郵便番号 

Telephone 電話番号 E-mail 電子メール

Registration details ご登録方法 Please complete your details below in BLOCK CAPITALS or attach your business card.  
貴氏の詳細情報を以下に（大文字の）活字体で記入するか、名刺を添付して下さい 。

Standard rate 
通常料金 

(after  18 Sep 2020  2020年9月18日以降)

Standard rate 
通常料金 

In-Person Ticket 
会場への入場チケット

                                                             US$1195
                                                                               1195ドル

Virtual Pass 
オンラインパス

                                                             US$499
                                                                               499ドル

COVID-19 update:　　新型コロナウイルスへの対応について
We are continuously monitoring developments globally as we prepare for this event. Please be assured that, the health and safety of our delegates, speakers, partners and staff are our highest priority. Appropriate measures and 
changes will be made if the situation changes. We will follow all official health and travel guidance and precautions from the World Health Organisation and local government authorities, and encouraging our delegates to do the same. If 
for any of the above reasons or other unforeseen circumstances, AVCJ reserves the right to switch the Forum to a fully virtual event.

弊社では本フォーラム開催への準備をしつつ、新型コロナウイルスに関する世界的な状況を注視しております。本フォーラム開催においては、参加者、講演者、パートナー、ならびに弊社スタッフの健康状態と安全が最優先であることは言うに及びません。状況が変
わりました際には適切な措置・変更を実施し、その旨あらためてご案内さし上げます。 
弊社においては、WHOならびに現地政府・当局による全ての移動・渡航制限、予防措置を厳守しており、フォーラム参加者の皆様もこれに従うよう推奨しております。なお、不測の事態、あるいは、上記の理由によるやむを得ぬ事情が発生した場合、AVCJは本フォー
ラムの開催をオンラインのみとさせていただく権利を有します。

Card no. 番号                                   Credit card country issue 信用卡发行国家 

Expiry date 有効期限                                 Security code セキュリティ・コード 

Credit card billing address カードのご住所 

Name on card カードのお名前                                  Signature ご署名

Credit card クレジットカード:  (US$米ドル)               Visa                  MasterCard                 American Express

Conrad Tokyo コンラッド東京 
1-9-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7337, Japan / http://www.conradtokyo.co.jp/  | 〒105-7337東京都 港区 東新橋1-9-1 / www.conradtokyo.co.jp

Venue and Accommodation 開催場所と宿泊施設

A limited number of rooms at the Hotel have been reserved at a special rate of City Room - ¥37,000 per room per night (Room rate is subject to room availability and exclusive of tax and service 
charge) for AVCJ Forum participants on a first-come first-served basis. Please book your room directly with the hotel and identify yourself as an AVCJ Forum participant to qualify for the rate. 
AVCJフォーラム参加者のために特別宿泊料金でお部屋を予約しておりますが、数に限りがございますので先着順とさせていただきます。ご宿泊代はシティールーム1泊1室37,000円となります。（本価格は空室がある場合
のみ適用。税・サービス料抜き）ご予約は直接ホテルまでご連絡ください。特別料金でご利用いただくために、AVCJフォーラム参加者であることをホテル側にお伝えください。

Cancellation/refund policy: A cancellation charge of US$300 for in-person or US$100 for virtual platform is applicable to written cancellations received on or before 15 October 2021. No refund 
will be made for cancellations after the date due to our advance guarantee obligations and administration costs. If you do not attend the event or notify us of your intention to cancel, the full fee will 
still be payable. A substitute delegate is welcome but the organiser MUST be notified in advance of the meeting to avoid incurring a charge. Substitutions may NOT be made at the meeting.
キャンセルと払い戻し：キャンセルをご希望の場合は書面にて、2021年10月15日(必着)までに郵送していただいた場合のみ、会場チケットは300USドル、オンラインチケットの場合は100USドルのキャンセル料を差し引いての払
い戻しが可能となります。それ以降にキャンセルされた場合は払い戻しはいたしません。これは、前払い保証金と会議管理の諸費用として設定させていただいております。代理の方の参加は受け付けておりますが、料金の重複
請求を避けるために事前に主催者まで必ずご連絡ください。会場での参加者の交代は認められておりません。
Pay in advance: We will include registrants’ names on the official delegate list if we have received your registration fees by 22 October 2021. All payments should be made immediately. Regrettably, 
no entrance will be permitted for payments not received in advance.
事前のお振込みをお願いいたします。2021年10月22日までに参加費用をお支払い済みの方のお名前をフォーラム参加者リストに登録いたします。参加費用のお支払いは、参加登録後、速やかにお願いいたします。まことに申
し訳ございませんが、お支払いがお済みでない方のご入場はお断りしております。
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