
Japan Korea Week
2021

12月7日～9日 日本時間 | 東京、ソウル、オンライン

日韓資本とインフラ投資
機会を結びつける

PEIは、業界トップレベルの専門家によ
る洞察力に富んだコンテンツと、参加者
の皆様のネットワーク構築のための充
実した体験を提供し、インフラ市場の
価値を高め続けています。
InstarAGF, Lydia Gaylord



コンテンツ
 » 参加すべき理由 

 » 対面カンファレンスの再開 

 » 基調講演 

 » 参加投資家リスト 

 » 主なアジェンダ 

 » 主な講演者 

 » Global Passport 

 » スポンサー 

 » イベント参加 

アジア最大の 
機関投資家の集い
Infrastructure Investor Japan Korea 
Weekは、アジアで最も影響力のある投資家と
の資金調達を目的としたイベントです。
今年の12月、ネットワークを広げ資金調達を
進めましょう。

GPIFの基調講演が決定。GPIFの基調講演が決定。  
詳細は 5ページをご覧ください。詳細は 5ページをご覧ください。
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つながりを保つ

資金確保

情報収集

対面が再開されたことを享受
し、イベント期間中、様々なネッ
トワーキングの機会に参加して
ください。イベント前・中に弊
社のプラットフォームをご利用
いただくと、ネットワーク構築
にかかる時間を短縮できます。

インフラへのアロケーションを
積極的に行っている日韓の機
関投資家と出会い、資金調達
を促進しましょう。

業界のリーダーによるパネル
ディスカッションで、インフラ
に関するあらゆる知識を深め
ることができます。日本や韓
国の投資家のインフラ投資戦
略や、資金調達のベストプラ
クティスを聞きましょう。
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対面カンファレンスの再開

Japan Korea Week
Seoul Forum 2021

     

12月7日（火）
1日目

コンラッド・ソウル

韓国の投資家との 
特別セッション

資本をグローバルに活用したいと
考えている信頼性のある韓国の投
資家との関係を築きましょう。

3日目
12月9日（木）

Japan Korea Week
Tokyo Forum 2021

パレスホテル東京

日本の投資家との 
特別セッション

日本のトップ投資家と一緒に、今
後12ヶ月間の、アセットクラスの
資本フローを形成しましょう。

2日目
12月8日（水）

インスピレーションを与えてくれる
基調講演や業界リーダーの話を聞
き、グローバルな投資戦略につい
ての見解を共有します。

オンライン

Japan Korea Week
Tokyo Forum 2021

Japan Korea Week
Seoul Forum 2021
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インフラ投資業界の名士。轟美孝氏は、2016年3月に三井住友
アセットマネジメントからGPIFに入り、新設チームの長となり、
主に日本の年金業界のお客様向けにオルタナティブ領域の投資
機会を開発してきました。
轟氏には、GPIFのインフラ投資戦略と、インフラ市場
に対する自身の見解を語っていただきます。

轟 美孝 氏
オルタナティブ投資室長
年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）

基調講演者

プログラムをダウンロード 
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 » アイシン企業年金
 » あおぞら銀行
 » アフラック生命保険
 » 伊藤忠商事
 » 大阪商工信用金庫
 » オリックス生命保険
 » かんぽ生命保険
 » 産業革新投資機構
 » 信金中央金庫
 » 新生銀行

 » セコム企業年金基金
 » 全国共済農業協同組合連合会
 » 損害保険ジャパン
 » 第一生命保険
 » DBJアセットマネジメント
 » 東京理科大学
 » ニッセイアセットマネジメント
 » 日本政策投資銀行
 » 年金積立金管理運用独立行政法人
 » 八十二銀行

 » 富士フイルムホールディングス”
 » ベネッセグループ企業年金基金
 » マニュライフ生命保険
 » 三井住友海上火災保険
 » 三井住友信託銀行
 » 三井物産オルタナティブインベストメンツ
 » 三菱UFJ銀行
 » ゆうちょ銀行
 » 横浜銀行

一流機関投資家と交流

Japan Korea Weekは、投資家と出会い、インフラ分野の新たな展開やトレ
ンドを知る絶好の機会となります。
wpd AG, Helge Rau
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アフターコロナの世界で強力な
リターンを求める
• インフラの勝者と敗者：コロナ禍収束
後、GPはどこに投資機会やリスク・リ
ターンを求めるのでしょうか？

• 現在の環境におけるリスク管理 - カン
トリー・リスクと通貨変動リスク

• 運輸への投資－今や、このセクターを
見直すべきでしょうか？

ESG戦略の効果的な運
用方法とは
• インフラ投資とESGニーズの
バランスをどのように取るか

• 運用会社はESGを、実際にど
のように評価しているのでし
ょうか？単なる見せかけに過
ぎないのでしょうか？

• 経験豊富な投資家から学ぶ
こと

日本のゲートキーパーと連
携する
• アフターコロナ時代におけるゲート
キーパーとの関わり方のベストプラ
クティス

• ファンドのプレゼンテーションや売
り込みの際にすべきこと、してはい
けないこととは？

• 日本の投資家の間で、リスク・リタ
ーン選好度は変化しているでしょう
か？リスクが高い戦略は許容され
るのか？

LPパネルディスカッション
• 現在、日本の投資家やオルタナティ
ブのポートフォリオの中で、インフラ
はどのような位置づけにあるのでし
ょうか。

• コロナ禍が収束したら、インフラ投
資意欲は高まるのでしょうか？

アジェンダハイライト
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業界専門家から意見を聞きましょう：

Karen  Dolenec 
Partner 
Ancala Partners 

Alastair Hall 
Senior Managing Director 
OMERS Infrastructure

Tomoya Hori 
Director, Private Equity 
Investment Departmentre 
Japan Post Bank

Takako Koizumi 
Head of Investment 
Management Department 
Mitsui & Co. Alternative 
Investments

Shigefumi Kuroki 
Executive Officer, Head 
of Planning Headquarters 
for Infrastructure Fund 
Management 
DBJ Asset Management

            

          
Toru Masuda 
Head of Private Equity 
Sumitomo Mitsui Trust 
Bank

Akihito Nagata 
Chief Portfolio Manager 
Nissay Asset Management

Keisuke Okano 
Associate Director 
ORIX Life Insurance

Koji Someno 
Manager, Alternative 
Investment Department 
Dai-Ichi Life Insurance

Shinichi Yasuda 
Co-Head of Renewable 
Finance Team 
Development Bank of 
Japan

スピーカーをご覧ください 
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グローバルなインフラコミ
ュニティへの他の追随を
許さないアクセス

Japan Korea Weekは今、 
さらに大きくな 
Global Pasportの一部に 
「Infrastructure Investor Global Passport」で年間を通じてインフ
ラ業界とのつながりを保つことができます。投資家と出会い、資本コミッ
トメントを確保し、さらにインフラ業界での優位性を獲得しましょう。

イベント体験は、もはや12月のイベント開催日だけではありません。業界
トップのイベント、ネットワーキングミーティング、オンデマンドコンテン
ツなどのPassportのプログラムに加え、コミュニティへのアクセスが年
間を通じて可能になります。

今すぐ会員になって、イベントに先立ち、ネットワークを構築しましょう。

コミュニティへの参加 

Passportがあれば何ができるか、もっと知りたいですか？ 
チームメンバーと一緒にプラットフォームツアーを予約しましょう。 
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さらに詳しい情報が必要な場合は、ご連絡ください：
プログラムの情報については： 
Andrew Wolff 
andrew.w@peimedia.com 

スポンサーシップの情報については： 
Sponsorship Team 
asiasponsorship@peimedia.com

登録に関するお問い合わせは： 
Chloe Nealega 
chloe.n@peimedia.com

リードスポンサー

スポンサー
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投資家無料パスの申し込み
お席の確保 

機関投資家の皆さまは、無料でご参加いただける場合があります。 
お申し込みはEメール（koki.k@peimedia.com）で 
お問い合わせください。

https://www.peievents.com/en/checkout/?peievcc-event-id=38767
mailto:koki.k%40peimedia.com?subject=

