
 

 

2023 年 2 月８日 

報道関係者各位                      株式会社コンフィデンス 

Press release 

 

今勢いのある Web3 スタートアップ × 大手企業が集結！ 

「Web3 Connections Tokyo」開催のお知らせ 

 

株式会社コンフィデンス（本社東京都新宿区、代表取締役社長：澤岻宣之）と、株式会社

UNCHAIN（本社：東京都港区、代表取締役：ウィン・レイ）は共同で、Web3 事業に取り

組む大手企業と Web3 スタートアップ企業のビジネスマッチングを目的とする招待制イベ

ント「Web3 Connections Tokyo vol.1」を 2 月 13 日(月)に開催します。 

 

 

 

■ 詳細 

今盛り上がりを見せている Web3 業界のスタートアップ企業と、Web3 事業に取り組む大手

企業を中心とした業界のキーマンを集めた、完全招待制ビジネスマッチングイベント

「Web3 Connections Tokyo」を開催します。 

第一回は「Game & Entertainment session」と題し、ゲーム・エンターテインメント業界で

様々なヒットコンテンツなどを創出している企業や、様々な関連サービスを提供している

企業のキーマンが集結します。 



本イベントへのご来場者様には、イベントスタッフがコンシェルジュとしてご来場者様の

ご希望を伺い、ご希望の企業様とのマッチングをサポートします。厳選された業界のキーマ

ンの方々と共に、最先端の業界情報と価値の高いコネクションを構築していただくことで

Web3 業界が相乗的に発展することを目的としています。 

会場では、Web3 業界の有識者によるプレゼンテーションやトークセッション等のステージ

コンテンツのほか、立食形式での交流の機会を用意しています。最新の Web3 業界トレン

ド情報の情報交換や、様々な企業様とのビジネスマッチングの場を提供することで、参加者

の新たなビジネス創出の一助となることを期待しています。 

尚、今後も本イベントは「エンジニアリング」「マーケティング」等 Web3 に関連する様々

なテーマで開催予定です。 

 

■ 参加対象 

・Web3 ビジネス領域にて新規ビジネスを検討されている企業担当者様 

・Web3、ブロックチェーンビジネス領域におけるスタートアップ企業 

 

■ イベント概要 

【日時】 

2023 年 2 月 13 日（月）18:45 開場／19:00 開演／22:00 終演 

 

【参加費】 

 無料※ 

 ※招待のない方の入場は固くお断りしています。 

 

■ 登壇者プロフィール 

 

村田 卓優 

（グリー株式会社 メタバース事業本部 web3 事業部 Head Of Business Development） 



 

セキュリティソフトメーカーでの BtoB 営業を経て 2010 年にグリー入社。ゲーム会社を中

心としたパートナーと共に、国内外でのゲームの協業、JV 設立など一貫して事業開発に従

事し、2017 年にゲーム子会社の事業開発担当執行役員に就任し、ゲーム事業の M&A、事業

出資、事業売却を担当。 

2022 年よりメタバース事業本部にて web3 事業の head of business development を務める。

現在はブロックチェーン各社を含めた web3 エコシステムでのパートナーシップ締結、リレ

ーション構築、バリデーション事業、トークンを含む投資のソーシングや DD を担当。趣

味は落語。 

 

 

 

井上 佑泰  

(StudioZ 株式会社 取締役 / CROOZ Blockchain Lab） 

 

2008 年に新卒で StudioZ の親会社であるクルーズ株式会社に入社。広告営業部にて、代理

店への営業やクライアントへの営業経験を経て、ゲーム開発事業部に配属。フィーチャーフ

ォン向け公式コンテンツの企画・運用を経験後、『熱血硬派くにおバトル』『神魔×継承ラグ

ナブレイク』のディレクターに就任。15 タイトルの企画ディレクションに携わる中、数本

のゲームアプリの開発に携わった後、『エレメンタルストーリー』1 周年目のタイミングで

チームにジョイン。ディレクターを務めた後、取締役に就任し、全プロダクト、プロモーシ



ョンを統括、現在グループ会社のクルーズブロックチェーンラボと協業し GameFi の Xeno

プロジェクトの開発を統括し、現在に至る。 

 

 

本島 匡  

（株式会社サイバード  代表取締役社長 兼 CEO） 

 

2004 年、横浜国立大学卒業後、リクルートグループ等を経て、2017 年 10 月株式会社アエ

リアに入社。M&A やグループ会社マネジメント等を担当し、2019 年 1 月より株式会社サ

イバード 代表取締役社長 兼 CEO に就任。 

サイバードは"Creation IP" "Expand IP" "Blockchain&Metaverse"の 3 つの領域で事業を行っ

ています。 

https://twitter.com/motoji2020 

 

 

安井 雄平 

（株式会社ドリコム Crypto 部兼マーケティングデザイン部グループ長） 

 

サムスン電子、電通デジタル、セガ等を経て 2021 年ドリコムに入社。NFT を着せ替えでき

る 100 人バトルロイヤルゲーム「GGGGG」の NFT 全体戦略、マーケティング、コミュニ

https://twitter.com/motoji2020


ティマネジメントを担当。 

 

 

中川 敬介 （株式会社 MIXI ライブエクスペリエンス事業本部 事業戦略室 室長） 

2009 年 大手エンターテインメント会社に新卒入社。代表取締役副社長の運転手、秘書を経

験後、国内外にてエンターテイメント業界における新規事業開発に従事。2018 年 11 月株式

会社 MIXI に入社。現在はライブエクスペリエンス本部 事業戦略室長として、『Fansta』含

めたスポーツ、エンタメ領域の新規事業開発を統括。 

 

 

 

藤原 哲哉 （株式会社 ForN 代表取締役/YGG Japan Co-founder）  

 

サイバーエージェントを経て、ネットマーブルジャパンに移籍。マーケティング責任者とし

て複数本のマーケティング施策の戦略数値設計、企画立案・製作を指揮。ネットマーブルジ



ャパン代表が独立して創業した GAMEPLEX に移籍し、立ち上げを行う。2021 年に ForN

を創業。CEO を務める。 

https://twitter.com/YGGJ_ForN_FUJI 

 

 

吉田 将人 （株式会社プロタゴニスト 代表取締役）  

 

人材系上場企業や独立系 VC を経て株式会社プロタゴニストを創業。オンチェーンデータ

を活用した次世代の採用を実現することを目指し「Desume」を運営。 

https://twitter.com/masvc_ 

 

 

米元 広樹  （株式会社 Precious Analytics 代表取締役 CEO） 

 

東京大学卒。東京大学院修了。機械工学を専攻し、シミュレーション関連の研究を行う。 

2009 年、旭硝子(現 AGC)に入社。ガラス溶融炉のシミュレーション業務や AI 開発に携わ

る。2013 年、株式会社ディー・エヌ・エーに入社。内製運用タイトルの分析チームリーダ

https://twitter.com/YGGJ_ForN_FUJI
https://twitter.com/masvc_


ーを経て、ゲーム分析業務全体の標準化や仕組化を実施。2015 年 11 月、株式会社 Precious 

Analytics 創業。100 を超えるゲーム開発運用に関わった経験をもち、数値遊びの創造を通

じて、ゲームをもっと面白く出来るように日々奮闘している。 

https://twitter.com/ricesource 

 

 

上野 育真  （AKIVERSE Chief Strategy Officer） 

 

2010 年みずほフィナンシャルグループに入社し、2015 年同社デジタルイノベーション部の

創設メンバーに抜擢、BtoB のブロックチェーンの企画開発を自ら担当する。2018 年にシン

ガポールへ移住し暗号資産トレード会社 DRW Cumberland で事業開発責任者としてアジ

アの新規開拓を担う。2020 年に GameFi 事業のクリプト戦略を担当。 

2022 年にクリエイターメタバースプラットフォームの AKIVERSE に Chief Strategy Officer

として参画し、戦略・経営企画を指揮。現在は Web3 事業のインキュベーション並びに投資

も行っている。 

 

https://twitter.com/IkumaUeno 

 

https://twitter.com/ricesource
https://twitter.com/IkumaUeno


 

水岡 駿 （株式会社 UPBOND 代表取締役） 

 

東京都出身。青山学院高等部を卒業後渡米。 

2011 年上海にてデジタル広告会社を創業。2017 年にウェブ上でカスタマイズ時計ブランド

UNDONE の日本社長就任に伴い帰国。同時に複数社にて創業期の CTO を歴任、投資活動

も行う。その後、2019 年末に UPBOND を代表取締役社長として創業。 

英語、中国語とエンジニアとしてのスキルを活かし、日本発のグローバルカンパニーとして

ウォレットプロダクトと Web3 領域のインキュベーション事業を手掛ける。 

https://twitter.com/GinJapanTM 

 

■ 主催 

株式会社コンフィデンス（https://confidence-inc.jp/） 

「クリエイティブの最前線で共に未来を描く」のビジョンを掲げ、ゲーム業界向けのクリエ

イター人材の派遣、人材紹介、アウトソーシング事業を展開。 

また、エンタメ領域における Web3・メタバース関連企業のインタビューメディア

『GAMEMO（https://gamemo.confidence-media.jp/）』を運営、Web3.0 領域の転職支援サ

ービス『Web3.0 Jobs』を開設するなど、Web3 業界に向けた様々な事業も推進しています。 

 

株式会社 UNCHAIN（https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/） 

ゲーム事業経験者・Web3 事業経験者を中心に 2022 年 10 月に創業。 

Web3 領域における、ゲーム企画・開発、マーケティング、コミュニティ運営、トークノミ

クス設計、トークン上場支援など、総合的なサービス提供を行っており、Web3 参入に必要

な全てをワンストップでサポートします。 

各事業者様に寄り添い、Web3 進出をサポートし、様々なエンターテインメントコンテンツ

を世界中に提供して参ります。 

https://twitter.com/GinJapanTM
https://confidence-inc.jp/
https://gamemo.confidence-media.jp/
https://www.ooo-unchain-ooo.xyz/


 

■会社概要 

商号      ：株式会社コンフィデンス https://confidence-inc.jp/ 

代表者     ：代表取締役社長 澤岻 宣之 

所在地     ：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目 19 番 1 号ビッグス新宿ビル 10 階 

設立      ：2014 年 8 月 

事業内容    ：ゲーム・エンタメ業界向け人材派遣・人材紹介・業務委託 

資本金     ：497,384 千円（2022 年 3 月現在） 

 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社コンフィデンス 広報 PR 

TEL：03-5312-7700 FAX：03-5312-7703 MAIL：pr-confi@confidence-inc.jp 

 

https://confidence-inc.jp/

