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「マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社」設立 

及びファンド事業開始のお知らせ 

 

株式会社マネーフォワード（以下「当社」）は、当社の 100%子会社として、ファンド事

業を行う「マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社」を設立し、同社が本日付

けでシード・アーリーステージのスタートアップを支援するアントレプレナーファンド

「HIRAC FUND」の運用を開始いたしましたので、お知らせいたします。 

 

＜会社概要＞ 

名 称 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 

所 在 地 東京都港区芝浦３-１-21 msb Tamachi田町ステーションタワーS 21F 

代 表 者 代表取締役 古橋智史、金坂直哉 

事 業 内 容 ファンドの募集・運営 

設立年月日 2020年５月 25日 

資 本 金 2,500万円 

当社との関係 資本関係 当社 100%子会社となります。 

人的関係 当社より役職員を派遣しています。 

取引関係 該当事項はありません。 

 

＜ファンド概要＞ 

名 称 HIRAC FUND１号投資事業有限責任組合 

所 在 地 東京都港区芝浦３-１-21 msb Tamachi田町ステーションタワーS 21F 

無限責任組合員 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 

募 集 総 額 最大 30.4億円（予定） 

組 成 年 月 日 2020年６月 30日 

募集完了予定日 2020年 11月 30日（予定）。ファーストクローズは 2020年 7月 29日 

投 資 対 象 国内外のシード・アーリーステージの IT/テクノロジー企業全般 

当社と当該ファ

ンドとの間の関

係 

資本関係 当社及びマネーフォワードベンチャーパートナーズ株式

会社が出資しております。 

人的関係 無限責任組合員であるマネーフォワードベンチャーパー

トナーズ株式会社に当社より役職員を派遣しています。 

取引関係 該当事項はありません。 

ファンド詳細は、別添資料をご参照ください。 

 

なお、本件が当社の業績に与える影響は軽微であると見込んでおります。 

以上

会 社 名 株 式 会 社 マ ネ ー フ ォ ワ ー ド 

代表者名 代表取締役社長 C E O  辻  庸 介 

 （コード番号：3994 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役執行役員 C F O  金 坂 直 哉 

 （TEL.03-6453-9160） 



＜別添＞ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社マネーフォワード 広報担当：柏木、早川 E-mail：pr@moneyforward.co.jp 

 

報道関係者各位 

2020 年 7 月 29 日 

株式会社マネーフォワード 

 

シード・アーリーステージのスタートアップを支援するアントレプレナーファンド「HIRAC FUND」を設立 

〜25名以上のスタートアップ起業家・経営者などが LPとして出資、コミュニティで知見をシェア〜 

 

 株式会社マネーフォワード（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO： 辻庸介、以下「当社」）のグルー

プ会社であるマネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋智

史、金坂直哉、以下「MFVP」）は、シード・アーリーステージのスタートアップを支援するアントレプレナ

ーファンド「HIRAC FUND（ヒラクファンド）」（以下「当ファンド」）の外部投資家向けの募集を 7 月 1

日から開始し、ファーストクローズのファンド総額が 12.3 億円となりましたことを、お知らせいたします。

今後、ファイナルクローズ時において、累計で最大 30.4 億円のファンド組成を目指してまいります。 

 

 当ファンドは、テクノロジーによる社会課題解決を目指すシード・アーリーステージのスタートアップに特

化したアントレプレナーファンドです。企業の急成長を牽引してきたスタートアップ起業家や経営陣など 25

名以上が LP（リミテッドパートナー）として参画し、コミュニティイベント等にて、さまざまな知見を共有

します。 

 当ファンドでは、MFVP 代表パートナーに、スマートキャンプ株式会社 代表取締役社長の古橋智史、当社 

取締役執行役員 CFO/マネーフォワードシンカ株式会社 代表取締役社長の金坂直哉の２名が就任し、起業家・

経営者としての経験にもとづいた支援を実施します。さらに、当社の人事、営業、広報、R&D 領域の責任者

を務めてきたメンバーもチームに参画し、世の中に新たな価値をもたらすスタートアップ企業をハンズオンで

支援してまいります。 

mailto:pr@moneyforward.co.jp


＜別添＞ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社マネーフォワード 広報担当：柏木、早川 E-mail：pr@moneyforward.co.jp 

 

 
 （HIRAC FUND のメンバー） 

 また、当ファンドのファーストクローズにともない、当社及び MFVP は、株式会社ジャフコ（本社：東京都

港区、取締役社長：豊貴伸一、以下「ジャフコ」）と業務提携契約を締結しました。ジャフコと当社及び

MFVP で、スタートアップ企業支援プログラムの共同開発を行ってまいります。加えて、ジャフコは、当ファ

ンドへの LP 出資ならびにファンド運営の支援を行います。 

 

■VC事業開始の経緯と実現したいこと 

 国内 VC によるベンチャー企業への投資は、直近 5 年間を比較すると増加傾向※１にあります。大手事業会社

を中心としたコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）や銀行による出資も活発化しており、スタートアッ

プの資金調達における選択肢は、拡大しています。 

 MFVP 代表パートナーである古橋は、スマートキャンプ株式会社の創業者であり、2019 年 11 月にマネー

フォワードグループにジョインしました※2。MFVP では、古橋を中心に多くの起業家の協力のもと、資金面だ

けでなくあらゆるノウハウを提供します。創業間もないスタートアップ支援をさらに強化していきたいという

想いから、ファンドビジネスを開始するに至りました。また、当社の知見やネットワークをスタートアップ業

界に還元することで、世の中を変えるアイデアの実現をサポートしてまいります。 

 

※１ 出所：一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター ベンチャーキャピタル等投資動向調査 

（http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2020-1Q-jpn.pdf） 

※2  国内 No.1 の SaaS マーケティングプラットフォームを提供するスマートキャンプ株式会社をグループ会社化 

（https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20191111-mf-press/） 

 

■「HIRAC FUND」概要 

名称：HIRAC FUND１号投資事業有限責任組合 

ファンド総額：最大 30.4 億円（予定） 

投資対象：国内外のシード・アーリーステージの IT/テクノロジー企業全般 

無限責任組合員：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（当社 100%子会社） 

URL：https://hirac.co.jp/ 

お問い合わせ：https://hirac.co.jp/contact 

 

＜LP 投資家（五十音順、敬称略、一部掲載）※3＞ 

浅原 大輔 （HEROZ 株式会社 取締役 CFO） 

有安 伸宏 （起業家・エンジェル投資家） 

河野 貴輝 （株式会社ティーケーピー 代表取締役社長） 

mailto:pr@moneyforward.co.jp
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＜別添＞ 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社マネーフォワード 広報担当：柏木、早川 E-mail：pr@moneyforward.co.jp 

 

小泉 文明 （株式会社メルカリ 取締役 President 会長） 

高野 秀敏 （株式会社キープレイヤーズ 代表取締役） 

竹林 史貴 （株式会社 LOB 代表取締役社長 CEO） 

千葉 功太郎（DRONE FUND/千葉道場ファンド代表・慶應義塾大学特別招聘教授） 

鶴岡 裕太 （BASE 株式会社 代表取締役 CEO） 

仲 暁子  （ウォンテッドリー株式会社 代表取締役 CEO） 

永見 世央 （ラクスル株式会社 取締役 CFO） 

林 隆弘  （HEROZ 株式会社 代表取締役 CEO) 

間下 直晃 （株式会社ブイキューブ代表取締役社長） 

松本 恭攝 （ラクスル株式会社 代表取締役社長 CEO） 

元榮 太一郎（弁護士ドットコム株式会社 代表取締役会長) 

山口 功一郎 （暁翔キャピタル株式会社 代表取締役社長） 

山口 勝幸 （Chatwork 株式会社 取締役副社長 COO） 

山本 正喜 （Chatwork 株式会社 代表取締役 CEO） 

吉田 浩一郎（株式会社クラウドワークス 代表取締役社長 CEO） 

株式会社グッドパッチ 

株式会社 THE GUILD 

株式会社 SHIFT 

株式会社ジャフコ 

Chatwork 株式会社 

ラクスル株式会社 

※3 個人名で記載している LP 投資家は、個人による出資ではなく、資産管理会社等を通じた出資を含みます。 

 

＜投資先（本日時点の投資契約締結先）＞ 

（１）株式会社 WRAY（女性向けヘルスケアに特化した D2C ブランド） 

（２）株式会社ワークサイド（従業員向けオンボーディング支援 SaaS） 

（３）株式会社 TENTIAL（スポーツプラットフォーム×データ×プロダクト事業） 

投資先詳細： https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20200729-mf-press02/ 

 

■マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社について 

名称  ：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（当社 100%子会社） 

所在地   ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F 

代表者 ：古橋智史、金坂直哉 

事業内容：ファンドの募集・運営 

設立  ：2020 年 5 月 25 日 

 

■株式会社マネーフォワードについて 

名称  ：株式会社マネーフォワード 

所在地   ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F 

代表者 ：代表取締役社長 CEO 辻庸介 

設立  ：2012 年 5 月 

事業内容：PFM サービスおよびクラウドサービスの開発・提供 

URL  ：https://corp.moneyforward.com/ 

主要サービス： 

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/ 

バックオフィス SaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/ 

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。 
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