
令和 4 年 5 月 19 日 

会員各位 

メンター三田会 

会長 宮地恵美 

 

メンター三田会 

令和 4 年度総会のご案内 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素はメンター三田会活動に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、「メンター三田会令和 4 年度総会」を下記の通り開催致したく、ご案内申し上げます。ご多忙と

は存じまずが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

＜日時＞ 令和 4 年 5 月 20 日（金）19:00－19:25 

＜場所＞ 三田 ファカルティラウンジ  

＜議題＞ 第 1 号議案 令和 3 年度会計報告並びに令和 4 年度会計予算の件 

      

   ＜報告＞ 1. 出資関係等知識のない創業者等に配慮した当会運営上の対応方針の件  

        2. SFC キャンパス 令和 3 年度アントレプレナー概論について 

   ＜その他＞会員の皆様からの質疑、ご意見など 

  

 

メンター三田会会則第 13 条６項の定めに従い、本総会の議長は会長が務めます。 

  



 

<資料 1>の通り令和 3 年度会計のご報告、並びに令和 4 年度会計予算についてご承認を頂きたく思い

ます。詳細は監事の堀江さんよりご説明致します。 

 

 

1. 出資関係等知識のない創業者等に配慮した当会運営上の対応方針の件 

2. SFC キャンパス 令和 3 年度アントレプレナー概論について 

 

 

 

時間の許す限り、会員の皆様からの質問、ご意見等承ります。 

その後の懇親会でもよろしくおねがいします 

 

以上 

第 1 号議案 令和 3 年度会計報告並びに令和 4 年度会計予算の件 

報告 

その他 



一般会計の部 特別会計の部 合計

（単位：円）

1 当期収入

(1) 会費収入 744,000 744,000 12,000円×62名分

(2) 預り金収入（重複会費） 0 0

(3) 前受金収入 0 0 年会費の前受分

(4) 預金利息収入 24 24 普通預金利息（2回分）

(5) その他の収入 0 0

当期収入合計 744,024 0 744,024

2 当期支出

(1) サーバー費用 26,826 26,826  メールサーバー・ウエブサイト運用費用

(2) Webサイトリニューアル費用 200,000 200,000

(3) KBC実行委員会協賛金 0 0

(4) KBC実行委員会協賛金 0 0

(5) 総会会場費 0 0

(6) 各種研究会活動支援金 0 0

(7) その他会議開催費 0 0

(8) 業務委託報酬 142,000 142,000 ㈱MMインキュベーションパートナーズ

(9) 支払手数料 1,364 1,364 振込手数料(3回分）

(10) 前期末未払金支出 142,399 142,399 前年度未払費用の精算のための支出

(11) 前期前受金支出 12,000 12,000 過年度における前受金を会費収入に振替

(12) 資金支出調整勘定 △ 144,000 △ 144,000 上記(1)(9)が未払のため、次年度支出で処理

当期支出合計 380,589 0 380,589

当期収支差額 363,435 0 363,435

3 前期繰越収支差額 2,539,465 0 2,539,465

4 次期繰越収支差額 2,902,900 0 2,902,900

預金口座残高 一般会計の部 特別会計の部 合計

2,539,465 0 2,539,465

2,902,900 0 2,902,900

　（注）資金支出調整勘定について

当年度の支出に該当するものの、支払自体は翌年度となっているもので「未払金」に相当します。

預金口座残高 一般会計の部 特別会計の部 合計

2,151,602 0 2,151,602

2,539,465 0 2,539,465

前期繰越資金　2020/03/31

次期繰越資金　2021/03/31

前期繰越資金　2021/03/31

次期繰越資金　2022/03/31

2021/3/31

収　　支　　報　　告　　書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

摘要
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一般会計の部 一般会計の部 特別会計の部 合計

【前年実績】 【予算案】 【予算案】 （単位：円）

1 当期収入

(1) 会費収入 744,000 720,000 720,000 12,000円×60名

(2) 預り金収入（重複会費） 0 0 0

(3) 前受金収入 0 0 0

(4) 預金利息収入 24 20 20 普通預金利息（2回分）

(5) その他の収入 0 0 0

当期収入合計 744,024 720,020 0 720,020

2 当期支出

(1) サーバー費用 26,826 26,826 26,826  メールサーバー・Webサイト運用費用

(2) Webサイト費用 200,000 120,000 120,000 webコンテンツ制作人件費、学生バイト使用

(3) KBC実行委員会協賛金 0 100,000 100,000

(4) 他学生団体協賛金 0 100,000 100,000

(5) 総会会場費 0 20,000 20,000

(6) 各種研究会活動支援金 0 30,000 30,000 國領研合支援

(7) その他会議開催費 0 10,000 10,000 幹事会会場費（三田教室利用料）

(8) 業務委託報酬 142,000 120,000 120,000 ㈱MMインキュベーションパートナーズ

(9) 支払手数料 1,364 2,200 2,200 振込手数料(4回分）

(10) 総会参加費 0 20,000 20,000 学生分（4名分）

(11) 前期末未払金支出 142,399 144,000 144,000 前年度未払費用の精算のための支出

(12) 前期前受金支出 12,000 12,000 12,000 過年度における前受金の取崩し

(13) 資金支出調整勘定 △ 144,000 △ 144,000 △ 144,000 上記(1)(8)の未払について、次年度支出で処理

当期支出合計 380,589 561,026 0 561,026

当期収支差額 363,435 158,994 0 158,994

3 前期繰越収支差額 2,539,465 2,902,900 0 2,902,900

4 次期繰越収支差額 2,902,900 3,061,894 0 3,061,894

【前年実績】 【予算案】 【予算案】

預金口座残高 一般会計の部 一般会計の部 特別会計の部 合計

2,539,465 2,539,465 0 2,539,465

2,902,900 2,902,900 0 2,902,900

　（注）資金支出調整勘定について

当年度の支出に該当するものの、支払自体は翌年度となっているもので「未払金」に相当します。

前期繰越資金　2021/03/31

次期繰越資金　2022/03/31

収　　支　　予　　算（案）

2022年4月1日から2023年3月31日まで

摘要



メンター三田会のご紹介
新規入会希望者向け資料

2022年5月版



メンター三田会とは

起業を志す塾生や塾員が事業を開始するに当たって、プランのブラッシュアップ
や資金調達などを支援する、慶應義塾卒業生のボランティア組織（OB会）です。
メンターには成功した経営者が多く含まれています。
https://www.mentor-mitakai.net/

https://www.mentor-mitakai.net/


結成趣意書

慶應義塾は、つねに時代の発展の最先端を担う人材の輩出を志している。

そして、今日まで、幾多の有能な人材を産業界へ送り出してきた歴史があり、それは、我々の誇りである。

近年、情報技術、ナノテクノロジー、遺伝子工学など、科学技術の進歩は著しく、２１世紀の社会や産業は、これらの技術を取り入れ

て、目覚しい変革を遂げ始めている。この世界の潮流の中にあって、新たに起業を志す者、既存の企業にあって新事業を志す者の育成は、

日本の将来にとって重要であり、広く世界にとって価値ある貢献となる。

これらの人材の育成にあたって、慶應義塾で先に学んだ者がその事業の実務経験から学んだ事柄や人脈に関する情報を後に学ぶ者に伝

え、或は互いに切磋琢磨して学びあうことにより、学問の基礎の上に加えることができれば、まさに「慶應義塾の目的」にふさわしい内容

となろう。そのように、指導・教育し引き立てる者を、古代ギリシャの伝説に倣い、メンターと呼ぶ。

慶應義塾のメンターは、塾生、塾員、教職員による新事業の創造を支援する活動を行なう。その活動には、単にビジネスの方法や技術に

関する知見のみならず、世界に通じる人格の陶冶へのアドバイスなどを含む。当会は、メンターが効果的で円滑な支援活動を行えるよう、

関係機関との協力、メンターに共通の課題の研究、情報交換、関係者相互の友好や親睦を図り、また、国内外の他大学、同様の団体との交

流を図る。

これらの活動を通じて、慶應義塾とわが国産業界の発展に寄与するため、ここに「メンター三田会」を結成する。

２００４年７月１６日



会員について

約70名（正会員）が在籍：
大学教員、起業家、経営者、投資家、大企業所属等

（１）正会員：ベンチャー並びに関連の分野等において相当の経験または専門の学識
等を有し、本会目的に貢献することのできる個人で、かつ正会員２名の推薦を受けた方。
（２）招聘会員
本会への招聘について幹事会で事前に承認を受けた方。
（３）学術会員
慶應義塾の専任の教員で本会の目的に賛同する方。
慶應義塾以外の大学・大学院等に所属する専任教員でベンチャー並びに関連の分野で
専門の学識を有する方
（４）ネットワーク会員
上記以外の会員で主にフェイスブック等の SNS 上での情報を受け取ることができる方
（５）特別賛助会員本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体、または個人



主たる活動（手上げ式で参加）

①起業相談

②定例会・イベント

③授業支援

④慶應義塾
イノベーション支援

学生・卒業生からの起業・事業相談
● 相談問い合わせを受けた後、メーリングリスト・Facebookグル
ープ等で相談対応者（メンター）を募集、マッチングします

2～3ヶ月スパンで各種イベントを実施
● 起業家ピッチ、ゲスト講演、ネットワーキング等
● 2020年以降はオンライン開催

理工・SFCでのアントレプレナーシップ関連授業への協力

● メンター三田会が協力するアントレプレナーシップ関連の授業
でのメンタリング

慶應義塾のイノベーション活動の支援

● 慶應義塾が取り組むイノベーション施策のサポート、国からの
受託案件の支援等



①起業相談

WEB相談件数：23件（2021年）、18件（2020年）、14件（2019年）、10件（2018年）
● 学生60％ 社会人40％
● 起業前60％ 起業済30% その他10％

私は慶應義塾大学に在籍している19歳の学生です。少し長い文章に
なりますが，最後まで読んで頂けたら嬉しく思います。
高校生の頃から父が個人事業主である事も関係し，起業に憧れ，将
来起業家になる事が夢でした。しかしながら，自分自身に人脈がな
く，事業構想もおぼろげなものしかありません。
大学入学後，そんな折に拝見させて頂いたのがメンター三田会のホ
ームページでした。その中でも，設立理念や起業を志す塾生に対し
て，熱心に指導して下さるという事に強く惹きつけられました。起
業を成功させる事が困難である事は十分承知していますが，1人の若
者の夢を叶える為に少しでも支援していただければ幸いです。
自分自身が起業について少しでも理解する為にもメンターの方々の
成功体験や事業内容などをお聞きしたいと考えています。将来的に
は教育やスポーツの分野で世の中に貢献する事が出来ればと思って
います。最後になりますが，本来ならば，プラン内容や資金調達に
ついて記述する所に自分の思いや願いばかりを書いてしまった事を
誠に申し訳なく思っています。

弊社は分散型クラウドを用いた医療情報利活用ビジネスを行うため、
東京大学と東京医科歯科大学と共同研究（システム構築）を7月から
行い、共同研究後、医療機関に医療システムを販売する予定です。
具体的に医療システムとは、他病院との連携や家族間共有を可能に
した、コストを抑えながら運営できる医療情報管理システムです。
高セキュリティを担保しながら情報の活用が難しい既存の電子カル
テの問題点を改良した、患者自身が情報の保管・共有権限を持つこ
とで迅速かつ正確な医療を提供できるPHR・EMRシステムです。

現在の課題点といたしましては、下記内容を考えております。
・エンジニアの採用方法
・仮説検証の仕方（テストマーケティングの方法）
上記課題点も含めて、一度お繋ぎいただくことは可能でしょうか。
お忙しい中大変恐縮ではございますが、何卒よろしくお願い申し上
げます。

人生相談的な相談スタートアップ的な相談



②定例会

事例①：
慶應義塾のイノベーションエコシステムを考える
日時：2021年7月30日開催
登壇者：
株式会社エニグモ代表取締役須田将啓氏
株式会社クラウドワークス代表取締役吉田浩一郎氏
学校法人慶應義塾 常任理事 山岸広太郎氏
慶應義塾大学大学院 アントレプレナー講座 特任講師 鈴木隆一
メンター三田会 副会長 田中克徳（モデレータ）

事例②：

スタートアップエコシステム形成における大学の役
割について
日時：2021年4月28日開催
登壇者：
開会挨拶：慶應義塾大学 常任理事 國領二郎氏
閉会挨拶：慶應義塾大学 理工学部教授 伊藤公平氏（慶應義塾長）
登壇ゲスト：
文部科学省 産業連携・地域支援課長 斉藤卓也様
東京工業大学 教授 辻本将晴様（IdP代表、総合政策学部卒業、政
策・メディア研究科後期博士課程修了、博士（政策・メディア））
慶應義塾大学医学部 教授 中村雅也様（IdP共同代表）
横浜市立大学 准教授 芦澤美智子様（SCORE（大学推進型）委員、
経済学部卒業、経営管理研究科後期博士課程修了、博士（経営学））



③授業支援

慶應義塾大学院理工学研究科
アントレプレナー育成講座
https://lab.ae.keio.ac.jp/entre/

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
アントレプレナー概論１ (寄附講座)

https://syllabus.sfc.keio.ac.jp/courses/202

0_25967?locale=ja



④慶應義塾のイノベーション支援

令和3年度：SCORE採択の支援



入会に当たって重要なポイント

①「後輩の支援・塾への恩返し」の趣旨にご賛同いただける方のみご参加いただきます
・会に参加することでネットワーキングやビジネス機会はあるかと思いますが、後輩の支
援が会の趣旨です。ご賛同・ご協力を何卒お願いいたします。

②投資案件のソーシングは「結果的にご縁があれば」というスタンスでお願いします
・ビジネス活動を否定するものではありませんが、案件探索の「狩場」ではないとお考え
ください
・後輩を支援する中で関係性が深まり「ぜひ！」と出資に繋がるのが望ましいと考えてい
ます
（次ページ以降の「メンター会員による投資活動のガイドライン」を参照ください）

③知識のない学生・若手起業志望者を「搾取」することは禁止しています
・不当なバリュエーションでの出資、不平等な条件での契約、やりがい搾取等は、会員と
しての品位に適さないものと考えています。
・学生・若手起業志望者が、搾取に会わないようなご支援をお願いいたします。



メンター会員の投資活動のガイドライン①（2022年5月追記）

本会会則の結成趣意書にあるとおり、慶應義塾とわが国産業界の発展に寄与す
るため、慶應義塾のメンターは、塾生、塾員、教職員による新事業の創造を支
援する活動を行います。

この目的に従い、本会ではメンター会員による、メンター三田会でのネットワ
ークを通じた投資活動を妨げません。

一方で、ベンチャー投資の実際においては、規律のない投資や関係者間の意思
疎通の失調により、紛争が生じることも稀ではありません。

こうした紛争を予防するため、本会はここにメンター会員による投資活動に係
るガイドライン規程を定めます。以て社中における新事業の創造と、その円滑
な支援の実現を期すものであります。



メンター会員の投資活動のガイドライン②（2022年5月追記）

用語の定義

1. メンター三田会（以下、「本会」といいます）会員であって、本会の活動を機に慶應義塾の塾生、
塾員、教職員の創設した株式会社などの企業に対して投資を行う者を「投資者」といいます。

2. 慶應義塾の塾生、塾員、教職員などであって、本会の活動を機に株式会社などの企業に対して投資
を受ける者を「被投資者」といいます。

3. 投資者が保有、経営、または所属する企業を「投資企業」といいます。投資企業の形態には、株式
会社などの法人及び投資事業有限責任組合などの組合が含まれるが、これに限定されません。

4. 被投資者が投資を受ける 企業を「被投資企業」といいます。被投資企業の形態には、株式会社な
どの法人が含まれるが、これに限定されません。



メンター会員の投資活動のガイドライン③（2022年5月追記）

被投資者の保護

1. 投資者は、投資活動により、被投資企業の自律的な経営と健全な資本政策の実現に向けて協力す

るものとします。

2. 被投資企業の会社設立時からエンジェルラウンド等、株価に事業価値が反映される前や企業価値

評価が困難な創業期において、 投資者が個人として投資活動を行う場合、または投資者が実質

的に支配する投資企業を通じて投資活動を行う場合は、出資後の投資者または投資企業の被投資

企業に対する持株比率は10%以内 を目安とします。

3. 被投資企業が株式会社でない場合であっても、被投資企業の組織形態に応じた持分及び議決権を

勘案の上、同様の基準を適用するものとします。

4. 投資者は、投資の完了後、本会事務局にその旨を遅滞なく通知するものとします。



メンター会員の投資活動のガイドライン④（2022年5月追記）

本会の免責

1. 投資活動は、あくまで投資者と被投資者の相互の信頼に基づいて実施されるものであり、本会は

一切の責任を負いません。

2. 投資者は、投資活動に関して本会が完全に免責されることを確認した上で、投資活動を行うもの

とします。

3. 投資者または投資企業と、被投資者または被投資企業の間で紛争が生じた場合は、投資者は当事

者間のみで紛争を解決するよう務めるものとし、万が一、投資者または投資企業が本会に損害を

及ぼした場合は、その損害を賠償する義務を負うことを確認します。



メンター会員の投資活動のガイドライン⑤（2022年5月追記）

本ガイドラインの事前共有

1. 本会、投資者及び被投資者の円満な関係性を維持するため、投資者は本ガイドラインの内容を事

前に被投資者に共有し、十分な理解と承認を得た上で、投資活動を行うものとします。

罰則の可能性

1. 本ガイドラインに違反する行為があった場合には、メンター三田会会則第6条第3項に定める「本

会の品位を汚すなどの事由により、幹事会において退会をやむをえないと認めたとき」に該当し、

メンター三田会からの退会に処する可能性があります。



連絡ツール

メンター三田会Facebookグループ
https://www.facebook.com/groups/174430449278046

→相談者、メンター会員等が参加する一番幅広いコミュニティです

メンター三田会メーリングリスト
mentor-mitakai@mentor-mitakai.net

→メンター会員が参加します。旧会員も参加しています。

メンター三田会Slack

→現役正会員のみが参加するクローズドコミュニティです。

正式入会後にメーリングリスト、Facebookグループ、Slackにご招待いたします

https://www.facebook.com/groups/174430449278046
mailto:mentor-mitakai@mentor-mitakai.net


メンター三田会執行部（2021年8月～）

顧問 : 伊藤公平（慶應義塾長）
國領二郎（慶應義塾大学 教授）

会長 : 宮地恵美（慶應義塾大学院 特任教授）

副会長 : 田中克徳（慶應義塾大学院 特任教授）
山岸広太郎（慶應義塾大学 常任理事）

事務局長 : 鈴木隆一(慶應義塾大学院 特任講師)、幹事兼任

事務次長 : 池田祐輔、幹事兼任

幹事 ： 木村尚敬、若山泰親、前刀禎明、萬行扶美、新村和大、飯盛崇

事務局 : 小川安奈、高堰うらら、久米雅人、藤井真人、折原龍、岩本祐介、大西彩穂子

監事 : 堀江明弘、江戸川泰路

諮問委員 : 石井良明(成城石井創業者、奨学金代表)、仙石通泰



入会プロセス／年会費

1．入会プロセスについて
①申込フォームへの記入
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6Cdya0HdWgWNj3Lj0rP8HbIOV2JMYHIcIZ

SP0O2gSgwpvQ/viewform

②現会員による推薦者が2名必要となります
（2名いない場合は、事務局とご面談等いただきます）

③幹事会による審査

④年会費の振り込み

⑤正式入会：ML／Facebookグループへの登録、事務局からの現メンバーへ紹介

２．年会費について
年会費は12,000円です。途中入会の割引はありません。（4月～3月）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6Cdya0HdWgWNj3Lj0rP8HbIOV2JMYHIcIZSP0O2gSgwpvQ/viewform


（参考）メンター三田会奨学金

慶應義塾大学のSFCや理工学部で起業を志す学生に奨学金を用意しております。
起業を志す学生をいろいろな面から支援していきます。

成城石井創業者 石井良明様による寄付に基づく奨学金です。
https://www.mentor-mitakai.net/blank-7


