	
  

ASTROSCALE Raises USD7.7 Million in Series A Funding
For Immediate Release, Singapore, 16 February 2015 - Singapore-based private
commercial space venture, ASTROSCALE, announced today, that it has completed USD
7.7 million Series A funding at the end of January 2015 from the respected venture capital JAFCO and nine successful entrepreneurs – Mistletoe, Inc. (Representative Director and
CEO: Mr. Taizo Son), Mr. Kotaro Yamagishi, Mr. Kenji Kasahara, Mr. Shuhei Morofuji, Ms.
Mari Murata, Mr. Kiyoshi Nishikawa, Mr. Mamoru Taniya, Mr. Osamu Kaneda and Mr. Takao
Ozawa, to make a difference in the world. The money will be used to set up an office in
Japan to accelerate manufacturing small-satellites and ASTROSCALE will aim for the
world’s first demonstration of active debris/space junk removal towards the end of 2017.
“We are thrilled to announce for the first successful fund raise in commercial space venture
in Asia”, says CEO Mitsunobu Okada. “This fund raise itself represents the policy and
meaning of our company - ASTROSCALE. This investment from JAFCO demonstrates the
paradigm shift in the space industry where used to be government driven, but now private
space companies are taking up a big lead to solve the global space debris issues. On top of
that, the nine thoughtful entrepreneurs demonstrate their value and commitment to tackle
the issues for the sustainable space environment.”
JAFCO’s Tatsuya Nagaoka adds, “ASTROSCALE is a pioneer in the space industry that
tackles head-on with the problem of space debris, a global environmental issue. JAFCO has
deep faith in Mr. Okada and the team that gathered towards his aspirations. We are excited
to be part of the team along with 9 successful entrepreneurs, and will make every effort to
take the company to a success.”
ASTROSCALE
ASTROSCALE’s corporate mission is to address the growing threat of space debris by
incubating removal technologies while arousing a passion and excitement for space
exploration among people around the world. In order to make the space more approachable
for people, the company provides technology support as well as the global alliance
necessary for private companies to be involved in space missions.
To find out more about ASTROSCALE, visit astroscale.com
JAFCO Co.,Ltd.
JAFCO Co.,Ltd. is Japan's leading venture capital and private equity firm. Out of their
portfolio, 962 companies have successfully completed IPO’s since their inception in 1973.
They have offices in Japan, Singapore, China, Taiwan, Korea and the USA. JAFCO is listed
on the Tokyo Stock Exchange.
To find out more about JAFCO, visit jafco.co.jp
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アストロスケール社、総額約９億円のシリーズ A 資⾦金金調達を完了了
2015 年年 2 ⽉月 16 ⽇日 — 宇宙事業を営むアストロスケール社（CEO：岡⽥田 光信、本社：シンガポ
ール ）は、この度度、⽇日本最⼤大のベンチャーキャピタル・株式会社ジャフコが運営管理理する投資
事業組合、そして 9 名の著名な起業家（Mistletoe 株式会社(代表取締役社⻑⾧長 孫泰蔵⽒氏) 、⼭山岸広
太郎郎⽒氏、笠笠原健治⽒氏、⾕谷家衛⽒氏、⻄西川潔⽒氏、村⽥田マリ⽒氏、諸藤周平⽒氏、⼩小澤隆⽣生⽒氏、⾦金金⽥田修
⽒氏）により、総額約９億円の第三者割当増資によるシリーズ A 資⾦金金調達を 2015 年年１⽉月末に完
了了いたしました。 今回の資⾦金金調達により、⽇日本に開発拠点を設⽴立立し、スペース・デブリ除去衛
星の開発を加速させ、2017 年年の終わりまでに世界で初めてのスペース・デブリ除去のデモンス
トレーションにむけて取り組んで参ります。
アストロスケール   CEO   岡⽥田光信より、以下コメント。
「アジアで初、⼤大型の宇宙ベンチャーへのシリーズA資⾦金金調達が成功して⼤大変嬉しく思っていま
す。この資⾦金金調達⾃自体が、ASTROSCALEの存在する意味を表しています。ジャフコからの投資
は、国主導が当たり前だった宇宙業界において、今後は⺠民間スタートアップでも牽引可能なの
だという業界の変化を⽰示しており、偉業を成し遂げている起業家９名からの投資は、スペー
ス・デブリの除去を必ず成功させて世界の混乱を回避したいという意思の現れです。」
株式会社ジャフコ   投資部   ⻑⾧長岡達弥⽒氏より、以下コメント。
「当社は、拡⼤大が⾒見見込まれる宇宙産業において、国際的な環境問題であるスペースデブリ（宇
宙ゴミ）という課題に、シンガポール本社から世界を常に視野して、真正⾯面から取り組む会社
です。私達は、リーダーである岡⽥田社⻑⾧長とその志に集ったチームのメンバーに⾼高い信頼を感じ
ています。同時に、著名な起業家の⽅方々と共に、弊社運営ファンドによる今回のシリーズ A 出
資を通じて、宇宙産業のパイオニアである当社およびその事業構想に参画することを⼼心より嬉
しく思います。今後はチームの⼀一員として知恵を出し、⼀一緒に汗もかいてゆく所存です。」
ASTROSCALE
ASTROSCALE はシンガポールを拠点として宇宙事業を営んでいます。特に、宇宙の持続的開
発利利⽤用のために、スペース・デブリ除去のための無⼈人機及び有⼈人⾶飛⾏行行の R&D、 企画、並びにサ
ービスを積極的に⾏行行います。衛星・宇宙機器などの設計、開発、加⼯工、組⽴立立等の量量産化を実現
し、宇宙産業の拡⼤大に貢献します。⺠民間企業として、また、シンガポールという国柄を⽣生かし
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て、国という枠組みを超えた柔軟な

技術提携を⾏行行います。 国際機関と

の連携、透明性の確保、信頼醸成などを尊重し、同時に、宇宙産業の恒久的な成⻑⾧長のための提
⾔言をしていきます。
ASTROSCALE ウェブサイト：astroscale.com
株式会社ジャフコ（取締役社⻑⾧長：豊貴 伸⼀一、本社：東京都千代⽥田区）
ジャフコは⽇日本を代表するベンチャーキャピタルです。1973 年年 4 ⽉月の設⽴立立以来、投資先のうち
962 社が IPO（新規上場）を果たしております（2015 年年 1 ⽉月 28 ⽇日時点）。⽇日本、シンガポール、
中国、台湾、韓国、アメリカを投資拠点とし、グローバルな体制にて投資活動を⾏行行っておりま
す。
JAFCO ウェブサイト, visit jafco.co.jp

ASTROSCALE PTE. LTD.
CEO:

Mitsunobu Okada (岡⽥田   光信)

Contact:

Yasunori Yamazaki (⼭山﨑   泰教)

Email:
y.yamazaki@astroscale.com
astroscale.com
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