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FASTAR概要
中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、
企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供し
ています。中小機構のリソースを活用したスタートアップ
支援事業として、FASTAR［ファスター］は誕生しました。
FASTARは、「困難に挑むスタートアップを加速させ煌
めかせる」ことをビジョンに掲げ、事業課題に悩むシード
スタートアップへ、本当にスタートアップが求める支援を
提供すべく、中小機構専任パートナーが伴走しながら、
事業成長を目指すプログラムです。

グローバル規模での社会課題解決や、成長産業の変革を目指している一方、
下記のような悩みを抱えているスタートアップまたは起業予定の個人

・経営課題への助言を受けられる外部人材が周囲にいない
・プロダクト・サービスの実証や拡大のために必要な連携プレイヤーへの
　アプローチ
・資金調達先を探すためのリレーションがない
・研究開発起点での事業創出を目指しているが、ビジネスのナレッジが
　不足している

支援対象

01 伴走メンタリングによる事業計画策定支援
スタートアップ支援の経験が豊富な専任メンター（中小機構専門家）による定常メンタリングと、外部メンター
（キャピタリスト・弁護士・弁理士等）によるスポットメンタリングにより、経営課題の解決を第三者目線でサポート

02 セミナーによるナレッジ提供及びエンカレッジ 03 資金調達に向けたVC等とのマッチング支援
採択後の参加企業ヒアリングを踏まえてニーズの大きいテーマを取り
上げる。※昨年度テーマ：人材採用、協業促進第三者目線でサポート

各参加企業の事業内容・事業ステージにフィットしたトップティアVC
とのマッチングを実現

04 協業創出に向けた大企業とのマッチング支援 05 資金調達に向けたVC等とのマッチング支援
各参加企業のビジネスシーズとシナジーが見込める各業界のリーディング
カンパニーとのマッチングを実現

中小企業を想定顧客とするスタートアップについては、ヒアリング・
実証検証・営業販売等を目的に、該当する業種の中小企業を全国から紹介

参加メリット

16社 /29社（55%）が資金調達を実現。合計 38.6億円の調達に成功。
コロナ禍でも15社 /29社（52%)が売上増及び前年並みを維持。
※支援前（コロナ前）と支援後（コロナ期）の比較。

（2019年度採択分）過去実績
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株式会社アクセス P5

有限会社飯田製作所 P6

インテグレーションテクノロジー株式会社 P7

株式会社エアロジーラボ P8

株式会社エヌビィー健康研究所 P9

株式会社FJコンポジット P10

コネクテッドロボティクス株式会社 P11

株式会社S'UIMIN P12

株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ P13

セルジェンテック株式会社 P14

セルスペクト株式会社 P15

株式会社トライエッティング P16

歯っぴー株式会社 P17

株式会社ユニバーサルスペース P18

株式会社アーキロイド P53

株式会社エルシオ P54

株式会社シルクルネッサンス P55

BugsWell合同会社 P56

HILO株式会社 P57

株式会社フィッシュパス P58

株式会社フレンドマイクローブ P59

モビリティーエナジーサーキュレーション株式会社 P60

リードファーマ株式会社 P61

アットドウス株式会社 P34

アルム株式会社 P35

アンヴァ―ル株式会社 P36

株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ P37

株式会社ソラハル P38

株式会社調和技研 P39

株式会社東京ダイヤモンド工具製作所 P40

株式会社八代目儀兵衛 P41

株式会社ブルー・スターR&D P42

全体目次

第1期採択企業
2019年度

2020年度

2021年度

第2期採択企業
アール・ナノバイオ株式会社 P20

株式会社N Lab P21

金沢QOL支援センター株式会社 P22

株式会社KMユナイテッド P23

スチームパンクデジタル株式会社 P24

株式会社テックドクター P25

初野建材工業株式会社 P26

株式会社フロンテス P27

マイキャン・テクノロジーズ株式会社 P28

株式会社MiKuTAY P29

株式会社メディオテック P30

株式会社リプル P31

株式会社RAINBOW P32

株式会社SPACE WALKER P44

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション P45

株式会社フォーメック P46

株式会社エーエスピー P47

株式会社toraru P48

3Gサポート株式会社 P49

株式会社株式会社One Terrace P50

株式会社パルソラ P51

第3期採択企業 第4期採択企業

第5期採択企業
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①株式会社アクセス P5

電動バイク・電気自動車の製造・販売

④株式会社エアロジーラボ P8

ドローンの開発製造

2019年度第1期採択企業・目次

②有限会社飯田製作所 P6

フッ素樹脂PTFE切削加工による樹脂ベアリング、接合PEEKギア事業

⑤株式会社エヌビィー健康研究所 P9

MoGRAAディスカバリーエンジンによる抗体医薬開発

③インテグレーションテクノロジー株式会社 P7

理研ベンチャーによるモデルベース開発と光学CAE

⑥株式会社FJコンポジット P10

FJコンポジットによる電気自動車部材の量産化

⑦コネクテッドロボティクス株式会 P11

調理ロボットサービスの開発・販売

⑩セルジェンテック株式会社 P14

遺伝子導入加工脂肪細胞（GMAC）医薬品の研究開発

⑧株式会社S'UIMIN P12

睡眠計測サービス

⑪セルスペクト株式会社 P15

アフターコロナ時代：セルフメディケーションを実現させるスイッチOTC検査薬開発推進事業社

⑨株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ P13

リハビリ×再生医療で完治する医療を

⑫株式会社トライエッティング P16

UMWELT（ウムヴェルト）

⑬歯っぴー株式会社 P17

AIテクノロジー等で普及を拡張させる口腔ケア事業による未病開拓

⑭株式会社ユニバーサルスペース P18

シニアマーケットをリードする世界企業へ
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電動バイク・電気自動車の製造・販売
　国内には、高齢化や地元の小売業の廃業、商店街の衰退などが原因で買い物がしにくい「買い物難民」や「買い物困難者」

が800万人以上いると言われています。当社は、シニア層に最適な電動ミニカーの製造・販売を行う企業で、運転ミスが起こり

にくく安全で安価な移動手段を提供することを目的として事業を開始しました。

　気軽な移動手段として最適な折り畳み電動バイクや、3人乗りもできる電動トライク、小型で小回りがきく電動トラックなどの製

品を提供しています。

　また、関連会社を通じて、折りたたみ電動バイクを使用した都市部向けのシェアリングサービスの開発も行っております。スマ

ホアプリで予約・ロック解除・車両電源のオン／オフ・返却手続・決済まで対応可能。乗り捨て感覚で利用できる電動バイクのシェ

アリグサービスを2020年末にサービスを開始する予定で、2021年に都心部で200ステーション、500台のシェアリング車両

の展開を計画しております。

　当社は、2003年から電動バイク、2008年から小型の電動ミニカーを開発・販売しています。さまざまな電動車両を開発す

るノウハウが蓄積されており、シニア層向けに最高速度を抑え安全性と低価格を両立させた車両や、車幅約1mの小型電動トラッ

クなど社会のニーズに応じた電動車両の開発が可能です。また、関連会社を通じて折りたたみ電動バイクのシェアリングサービ

スを提供するなど、新しいサービスの開発も行っています。

代表取締役
畑 翼

　2001年からゴールドマン・サックス証券で株式アナリスト業務を担当し、2005年から

TPG-Axon Capitalで上場株式へのロング・ショート投資業務等で上場株式の投資分析を経

験。2008年からのElliott Advisors Asia Limitedでは不良債権、ノンリコースローン、

不動産ポートフォリオの取得、会社更生案件のスポンサーシップ等を行いました。2013年、

ランブラス・キャピタル株式会社を設立して以降、ハンズオンのプライベート・エクイティ投

資を中心に投資事業を開始。2019年に株式会社アクセスの事業を承継し、電動バイク・電

気自動車の開発を進める傍ら、関連会社のシェアード・モビリティ・ネットワークス株式会社

を設立。電動車両を使用したシェアリングサービスの開発を行っています。

株式会社アクセス
代表者 代表取締役　畑 翼

電話番号 055-236-8804

住所 〒400-0049
山梨県甲府市富竹4-4-14

ウェブサイト https://access-trd.co.jp/

マッチングニーズ 事業提携：シェアリングサービスにおいて、ステーション
の設置をさせていただける場所を保有している会社等
販路開拓：電気自動車を販売するルート

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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有限会社飯田製作所

フッ素樹脂PTFE切削加工による樹脂ベアリング、接合PEEKギア事業

代表取締役社長
野渡 透一

　有限会社飯田製作所は、およそ60年前に神奈川県横浜市で創業しました。当初は手動の

電話交換機の抜き差しする端末エボナイト材の勘合部分加工をはじめとした樹脂の加工を始

め、フッ素樹脂PTFEをメインとする樹脂切削加工のモノ作りを追求していました。当たり前

を当たり前だと思わない、常識を常識だと思わない精神で、徹底したお客様目線に立ち、製

品設計、製造設計、品質管理、及び商品開発を行っております。

代表者 代表取締役社長　野渡 透一

電話番号 0243-64-2320

住所 〒969-1204
福島県本宮市糠沢字水上21-2
有限会社飯田製作所　福島第２工場

ウェブサイト https://iidaf.com

マッチングニーズ 販路開拓：既部品（金属、ゴム等）から、フッ素樹脂
PTFE製部品への適用展開テストトライ

主に、フッ素樹脂PTFEやPEEK（ポリエーテルエーテルケトン樹脂）といった、軟部材樹脂の高度精密切削・加工することで、

樹脂切削加工品を生産しています。当社は切削加工、大量生産のパイオニアとして、輸送用機器のエンジン部品やブレーキ部

品、建機・産機、食品機械等のパッキン・シール類を製作しています。切削難易度の高い軟材料のフッ素樹脂の特性である“耐

薬品性、防汚、絶縁性、自己潤滑性、低摺動抵抗”の利点を引き出す機械加工・切削冶具の生産技術を有しており、安定した大

量生産品質と、特にバリ、カエリが非常に少ない加工優位性があります。そのため、「小口径加工から大径リング加工

（Φ1400mm）＋大量生産（年間生産量1億個）」 の設備体制を敷くことで、要望に応えることが可能です。次世代のEV 車

やFCV 車用には軽量化・静音化が必須のためPEEKギアの精密切削加工を比較的安価に切削できるC 軸制御NC 旋盤での加工実

現を目指しています。2019 年には「新しい東北復興ビジネスコンテスト」で「きらりものづくり賞」を、2020 年には「グッ

ドデザイン賞」を受賞しました。

“ 徹底したお客様目線でお客様の課題を解決する”ことを信条に事業を進めています。お客様からは「大量生産、安定品質で

信頼性が高い」との声を多く頂き、常に先人の知恵の活用と新たな技術革新を通じて、お客様にご満足の頂ける品質を追求し

てまいります。

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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インテグレーションテクノロジー株式会社

理研ベンチャーによるモデルベース開発と光学CAE
　仕様書となるモデルを作成し、そのモデルをベースにソフトウェアを開発するという「モデルベース開発（MBD)）関連の開発・

販売事業を行う企業です。数学、物理、エンジニアリングなど、高度な技術が要求される「プラント（制御対象）モデル開発」

を軸として、自動車や機械、医療、エネルギー産業などの業界を対象に展開しています。

　他にも、車体全体の挙動を解析する統合シミュレーションや、自動車のシステム開発で活用するシミュレータであるHILSの環

境構築、各種コンサルティングなども実施。技術を普及させるために「制御塾」と題したトレーニング事業も行っています。

　また、理化学研究所とともに、ものづくりの研究や開発工程で行われていた試作品のテストや実験をコンピュータ上で行い、

分析する光学系のCAE技術の共同研究も進行中。レンズ等の光学部品製造でニーズが高まりつつあるシミュレーションシステム

「V-Glace」は2020年末から販売を開始する予定です。

　「モデルベース開発」と「光学系CAE」という２領域でのシミュレーション技術を保有しています。双方とも高度な技術が必

要で参入障壁も高く、どちらの技術も持っている企業は世界的に見ても稀です。いずれも今後の急拡大が期待される市場である

ため、今後は物理モデル（プラントモデル）開発力などの強みを強化しつつ、商品販売にも力を入れ、事業拡大に注力していき

ます。

代表取締役社長
船田 浩良

　大学卒業後、大手自動車メーカーにて金型設計などに携わり、その後シンクタンクにてプ

ロジェクト企画など含めたさまざまな経験を積みます。特に、製造業のバリューチェーンでは、

一貫してシミュレーションソフトウェアの観点から貢献できることにチャレンジしてきました。

その中で、「モデルベース開発」を中心とするシミュレーションソフトウェアの位置づけが変

わりつつあることを受け、変化するニーズに対応できる「理研ベンチャー企業」を設立使用

と決意。物理モデル（プラントモデル）開発で世界を代表する企業にしたいと思っています。

代表者 代表取締役社長　船田 浩良

電話番号 048-458-5105

住所 〒351-0104
埼玉県和光市南2-3-13
和光理研インキュベーションプラザ105号

ウェブサイト https://www.int-tech.co.jp/

マッチングニーズ 資金調達：テック系VC
事業提携：AIとの共同開発

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社エアロジーラボ

ドローンの開発製造
　マルチコプター（ドローン）をはじめとする無人航空機（UAV）の機体設計開発や製作、実証実験や共同研究の受託を行う

企業として、2012年10月、大阪府箕面市に設立しました。ドローンは個人の趣味からプロフェッショナルの領域まで、さまざ

まな分野で活躍しており、設備点検や災害救助、航空測量、物資の運搬や配達などに利用されています。

　2017年から、エンジン発電機搭載のハイブリッドドローンの開発に注力。国内のUAVの社会実装を加速させることを目標に

事業展開を進めています。また、2018年から現在に至るまで岡山県での買い物弱者対応としての物流実験をはじめ、西日本

で数多くの実証実験を実施。その他、ネットショップや、空撮・映像制作などのコンテンツ事業も行っています。

　2019年3月には「京都市ベンチャー目利き委員会」にてAランク認定を授与。2020年2月に行われた「岡山テックプラン

グランプリ」ではMASC賞を受賞しました。

　デザイン、設計開発から運用までのワンストップサービスを展開しています。また、バッテリー型のドローンの飛行時間の限界は

10～20分程度のところ、国内で唯一、最大180分という長時間飛行が可能なハイブリッドドローンを実証実験レベルで運用

することに成功しました。

代表取締役CEO
谷 紳一

　大阪大学歯学部を卒業後、1993年に歯科医院開設。趣味で始めたラジコンを操作する

うちに「空から景色が見たい、誰も見たことのない景色が見たい」という強い想いを抱くよ

うになります。その後、マルチコプターの存在を知り、半年かけて一号機を製作。歯科医と

して活動する傍ら、2012年にAGLを設立。2018年の関西テレビ放送からの出資を皮切り

に、資本金2億にまで成長させた国内ドローン界きっての草分け的存在です。

代表者 代表取締役CEO　谷 紳一

電話番号 072-722-3350

住所 〒562-0011
大阪府箕面市如意谷1-12-26

ウェブサイト https://aerog-lab.com

マッチングニーズ 資金調達：ものづくり系を投資領域に持つVC 
販路開拓：ドローンを業務に活用しようとしている自治
体、企業

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社エヌビィー健康研究所

MoGRAAディスカバリーエンジンによる抗体医薬開発
　呼吸器疾患を中心に線維症、慢性炎症、重症感染症、癌などの革新的な医薬品の開発を手掛けるバイオ創薬企業。キーテク

ノロジーとなっているのが、さまざまな病気の原因となるGタンパク質結合型受容体（GPCR）の機能を制御するための抗体を

使用した医薬品を世界最高水準で発見するための「MoGRAA®ディスカバリーエンジン」です。

　難病を治療するためのユニークな新薬コンセプトを自主研究で創出したり、MoGRAA®ディスカバリーエンジンを応用して新し

いバイオ医薬の元となる抗体の開発を進めています。当社が開発製造した抗体医薬をグローバル製薬企業とともに、臨床開発、

商用化を進め、世界中の難病に苦しむ人々にいち早く届けていきます。

　現在は肺線維症、自己免疫疾患の新規抗体医薬の治験薬製造を準備中で、2022年中には臨床開発に入る予定です。重症

感染症、固形癌、臓器線維症、加齢黄斑網膜症などに対する５つの抗体医薬シーズの開発プロジェクトを進めています。

　線維症、慢性炎症、重症感染症など、画期的医薬品として認められている抗体シーズ（バイオ医療の元となる抗体）の物質

特許を保有。また、抗体製造に必要な要素技術を持つ複数の欧州バイオ企業と提携し、製造開発の成功確率を高める工夫を行っ

ています。平成28年度には「北の起業家表彰」で奨励賞を受賞。令和2年度は「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン

事業）」に採択されました。

代表取締役
高山 喜好

　1967年札幌生まれ。1994年東京大学薬学系研究科で薬学博士号取得後、大正製薬株

式会社に入社。新規医薬シーズの発掘、ゲノム創薬の立ち上げに従事し、呼吸器疾患治療

薬の適応拡大を担当。2000年から2年半、ハーバード大学医学部付属病院のリサーチフェ

ローとして心血管領域の基礎研究に携わり、ボストン界隈の先端バイオ企業による新薬開発

を目の当たりにします。2006年に大正製薬退職後、株式会社エヌビィー健康研究所を埼玉

県川口市で創業し、その後札幌に会社機能を移転し、2016年にMoGRAA®ディスカバリー

エンジンの開発に成功。ベンチャーキャピタルからの出資を機に、地域に貢献するグローバ

ルなバイオ創薬企業を目指しています。

代表者 代表取締役　高山 喜好

電話番号 011-708-7156

住所 〒001-0021
北海道札幌市北区北二十一条西12丁目
北大ビジネススプリング202号室

ウェブサイト http://www.nbhl.co.jp/jp/

マッチングニーズ 資金調達：バイオ系のVC（ミドルステージ）
事業提携：抗体医薬系企業

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社FJコンポジット

FJコンポジットによる電気自動車部材の量産化
　複合材料を開発しているベンチャー企業です。半導体やLED、液晶、太陽電池などの先端技術分野をはじめ、特殊な複合材

料を手掛けています。主な製品は携帯電話の基地局等に使われる「高周波通信素子用放熱板（ヒートシンク）」や、燃料電池

を構成する部品の1つの「セパレータ」、電気自動車に使用する「コントロール素子冷却板」など。

　独自技術でオンリーワンの製品は、電気自動車のパワーコントロールユニットに使用されるセラミックス絶縁回路基板やコンダ

クティブスペーサーとして使用されています。アメリカにも支社を置き、世界中の顧客に対してサービスを提供。コンテストにも

多数受賞しており、2015年には「第6回ものづくり日本大賞」経済産業省大臣賞を、2017年には「北海道地方発明表彰」

文部科学大臣賞を獲得しています。

　主要製品の特許を国内外で取得。会社には営業部がなく、顧客からはメールなどで受注しており、海外輸出割合も50％近い

数字を出しています。コロナ禍の2020年も、国内10社、海外7社の計17社とNDAを締結しています。

代表取締役
津島 栄樹

　1982年、北海道大学院機械工学卒業後、東燃株式会社（現：JXTG)に入社し、炭素

繊維の開発に従事。1997年に退職し、2002年静岡県でFJコンポジット設立、代表を務

めます。その後、出身地・北海道で事業を拡大したいという思いから、2015年に北海道千

歳市に本社工場建設・移転を行い現在に至ります。

代表者 代表取締役　津島 栄樹

電話番号 090-2250-2291

住所 〒066-0009
北海道千歳市 柏台南2-2-3

ウェブサイト https://www.fj-composite.com

マッチングニーズ 資金調達：素材系に強いVC・CVC
事業提携：5G関連、自動車系の大手企業

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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調理ロボットサービスの開発・販売
　コネクテッドロボティクス株式会社は、「調理をロボットで革新する」をテーマに、飲食店のキッチンでの調理に特化したロボットサービ

スの提供を行っています。現在、国内の外食産業では人手不足がますます深刻化しており、調理の省力化や自動化が大きな課

題となってきています。また、新型コロナウイルスの影響から、外食産業は非接触オペレーション等への変革も求められています。

　この課題を解決するため、「製造業でのロボット製品開発経験から培われてきたロボット制御のノウハウ」と「ディープラーニ

ングを活用したセンシングと学習技術」の組み合わせでロボットを知能化。キッチンで働く人々の仕事をサポートし、「働く人と

食事をする人の両方に喜びを提供するロボットサービス」の開発を進めています。

　その他、J-Startup認定企業やNEDO「研究開発型ベンチャー支援事業」採択企業、東京都ものづくりベンチャー育成事業

TokyoStartupBEAMプロジェクト採択企業等にも選出されました。

　創業者の沢登は長年培ってきた高いロボット技術と飲食店で働いた体験をもとに、外食産業の課題解決に強いこだわりと野心

を持ち、事業を展開しています。これまで開発してきた調理ロボットを、長崎ハウステンボス、イトーヨーカドー、JR駅そば店

など複数の大手外食チェーン企業に導入し、継続利用いただいているという実績もあります。世界中から優秀なメンバーを揃え、

ロボット制御や画像認識、AI技術など高い専門技術を保有しています。

代表取締役CEO
沢登 哲也

　1981年生まれ。東京大学工学部計数工学科卒業。京都大学大学院情報学研究科修了。

大学時代はロボットの研究活動に没頭して過ごしました。実家が飲食店を営んでいたこともあ

り、2008年大学院卒業後は、テクノロジーによる新しい飲食店舗の創造を目指して大手外

食チェーンに入社し、新規飲食店の立上げと既存店舗の再生に携わりました。その時に人出

不足や重労働を身をもって体感し、一時は外食産業を退くも、その後はロボット開発技術を

更に深め、2014年に当社を起業。「調理をロボットで革新する」のビジョンのもと、外食

産業が抱える課題を解決する調理ロボットシステムを多数展開しています。

コネクテッドロボティクス株式会社
代表者 代表取締役CEO　沢登 哲也

電話番号 03-4520-5786

住所 〒184-0012
東京都小金井市中町2-24-16
農工大・多摩小金井ベンチャーポート

ウェブサイト https://connected-robotics.com/

マッチングニーズ 資金調達：ロボティクス系に強いVC
事業提携：電鉄会社

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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睡眠計測サービス
　株式会社S'UIMINは、2017年10月17日に筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構発のスタートアップとして発足しました。「世

界中の眠りに悩む人々の希望の光となる」をビジョンに、誰でも簡単に高精度な測定ができる睡眠計測サービス「InSomnograf®」

を開発。InSomnograf® は、誰でも自宅で簡単に装着できるデバイスとAIを活用した解析技術によって、病院などで使われる

脳波等の生体電位を測定する「終夜ポリソムノグラフ（PSG）検査」と同等の計測が可能です。

　2020年9月に企業や研究機関向けの研究開発支援事業をローンチし、自社製品が睡眠に与える影響の評価や、特定の疾患

と睡眠の関係を調べる研究等に活用されています。今後は、健康経営に取り組む企業、健診センターや睡眠クリニック等への事

業を展開する予定です。睡眠障害の適切な予防・診断・治療を可能にし、一人ひとりが睡眠で悩むことなく幸せに生活を営める

社会の実現を目指します。

　InSomnograf ®は、病院レベルの睡眠時の脳波計測が自宅で簡単に受けられるサービスです。睡眠の質を細かく高精度に判

定し、睡眠トラブルの発見につなげられます。装着性の良い電極を利用し、寝心地を妨げずに正確な脳波を記録できるデバイスと、

脳波を瞬時かつ正確に解析する人工知能（AI）を採用することによって、病院での検査と遜色のない精度を実現しました。AI

は筑波大学計算科学研究センターとの共同で開発し、熟練の臨床検査技師による解析結果との一致率が80％を超えています。

代表取締役社長
藤原 正明

　1987年、中外製薬株式会社に新卒で入社。研究者としてバイオ製品の承認獲得や研究

戦略・支援、US子会社でのライセンス活動や本社・研究部門などへの支援、開発品のポー

トフォリオ管理・ライセンス業務に従事。2000年にPwCコンサルティングへ入社し、プロジェ

クトリーダーとして、大手医薬企業のプロジェクトマネジメントシステム導入や業務改善プロ

ジェクトに携わります。2003年にはクインタイルズトランスナショナル株式会社へ入社し、

2005年にカイオム・バイオサイエンスを設立。2011年には東京証券取引所マザーズ市場

への上場を果たしました。2017年に同社を退職し、株式会社S'UIMINを設立、代表取締

役に就任しました。

株式会社S'UIMIN

代表者 代表取締役社長　藤原 正明

電話番号 03-6276-3662

住所 〒305-8575
茨城県つくば市天王台1-1-1

ウェブサイト http://www.suimin.co.jp/

マッチングニーズ 事業提携：睡眠関連商品取扱ベンチャー企業
販路開拓：睡眠関連商品取扱大手企業

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズ

リハビリ×再生医療で完治する医療を
　現代医学では完治できない疾病を完治する医療を実現することをミッションとし、患者に生きる希望を与えるソリューションを提

供します。完治にはリハビリと再生医療の融合が鍵になると考え、重力制御装置「Gravite（グラビテ）」と歩行支援ロボット

「RE-Gait（リゲイト）」を販売しました。

　Graviteは、地上で無重力環境を再現する装置です。NASAでも使用されており、広島大学との研究では、無重力環境で移

植効果の高い幹細胞が培養できると判明しています。RE-Gaitは、足関節のみを補助することで脳卒中片麻痺の患者さんの歩

行の再学習を助ける装置です。広島大学・弓削類教授と早稲田大学・田中英一郎教授との医工連携、産学連携で開発されました。

　GraviteとRE-Gaitに加え、現在開発中の製品やサービスを統合したスマートメディカシティ構想の実現に向けて、加速的に

事業を進めています。

　2019年に第2回ユニコーンプログラム メインアクセラレーター最優秀賞、第8回ものづくり日本大賞優秀賞（RE-Gait®）を

受賞。2020年から、広島大学と株式会社ツーセルとともに、患者本人の頭蓋骨から間葉系幹細胞（さまざまな細胞に変化する

能力を持った細胞）を培養して静脈に投与することで脳梗塞患者の治療の安全性を向上させるための臨床試験を開始しました。

完治する医療事業を進めるため、2020年度中の資金調達を計画しています。

代表取締役
河原 裕美

　2005年に広島大学・弓削教授とともに、大学発ベンチャー「有限会社スペース･バイオ

･ラボラトリーズ」を創業。2011年に株式会社スペース・バイオ・ラボラトリーズを設立し、

創業時より代表取締役を勤めています。重力制御装置 Graviteと歩行支援ロボット RE-

Gaitの開発に携わり、販売へと尽力。現在は保健学博士としても活躍しており、科学雑誌

のPLoS ONE（プロスワン）に掲載した、Graviteによって幹細胞の未分化が維持できる

と記した論文は、世界中から引用されています。

代表者 代表取締役　河原 裕美

電話番号 082-257-1501

住所 〒734-0037
広島県広島市南区霞1-2-3
広島大学霞総合研究棟210号室

ウェブサイト http://spacebio-lab.com

マッチングニーズ 資金調達：医療機器系に強いVC、ヘルスケア系CVC

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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セルジェンテック株式会社
代表者 代表取締役社長　麻生 雅是

電話番号 043-441-4121

住所 〒260-0856
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-15
千葉大亥鼻イノベーションプラザ207

ウェブサイト http://www.cellgentech.com/

マッチングニーズ 資金調達：ライフサイエンス系VC
事業提携：製薬企業

　千葉大学発ベンチャー企業として、ヒト脂肪細胞を使用した遺伝子導入細胞医薬品（Genetically Modified Adipocyte：以

下GMAC）の研究開発に取り組んでいます。GMACとは、タンパク質や酵素をつくり出す仕組みを患者の体に与える医薬品の

こと。患者から採取した脂肪細胞にタンパク質や酵素を生成する遺伝子を組み込み、それを自家移植させることで、患者が必要

とするタンパク質や酵素を体内で長期的に分泌し続けられるようになります。

　通院や治療にかかる負担が大幅に軽減されるのも利点です。患者やその家族のQOL（生活の質）が劇的に改善します。特に、

遺伝性疾患の難病や生活習慣に伴うタンパク質や酵素の補充に期待されます。

　また、GMACは細胞に導入する遺伝子を変えることで、さまざまな疾患治療に応用が可能。この技術を他の疾患にも幅広く

展開させ、難病に苦しむ数多くの患者の健康に寄与し、医療貢献を目指します。

遺伝子導入加工脂肪細胞（GMAC）医薬品の研究開発

　投与患者の範囲が広く、安全性、低侵襲性、効果の持続性など技術面には自信があります。導入する遺伝子を変えることで

さまざまな疾患に応用できるGMACの技術プラットホームを有するのは当社のみ。2018年9月には、国立研究開発法人日本医

療研究開発機構（AMED）の平成30年度「再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業（再生医療シーズ開発加速支援）」

の補助対象として採択されました。

代表取締役社長
麻生 雅是

　1981年に北海道大学を卒業後、エーザイ株式会社へ入社し、医薬事業推進のためのプ

ロダクトマネージャーとして商品育成を行ってきました。また、市販後臨床や臨床開発に携わ

りました。その後、2001年アンジェス株式会社で臨床開発責任者を担当。事業企画担当も

兼任し、新規核酸医薬品及び遺伝子治療の開発推進に努めました。そして、2004年にセ

ルジェンテック株式会社代表取締役社長に就任し、現在に至ります。

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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セルスペクト株式会社

アフターコロナ時代：セルフメディケーションを実現させるスイッチOTC検査薬開発推進事業
　簡単に健康チェックができる臨床検査キットを開発しているメーカーです。指先血による臨床検査技術(FMP：

FingerbloodMultiparametersPanel）を活用した、生活習慣病に関する多項目同時診断試薬キットや、免疫化学的な手法を

利用した新興感染症の抗原・抗体検出試薬キットを展開。これらのアイテムを全国のドラッグストアチェーンに展開させ、薬以外

の相談もできる健康サポート薬局や、処方箋なしでも薬を販売できる未来を目指しています。また、新興国等ではリーズナブル

ですぐに利用できる医療用検査製品としての波及を促進しています。

　さらに、子宮内膜症や子宮頸がんといった次世代診断システムの実用化にも注力し、自社製品を全世界の人々に提供する仕

組みを確立し、アフターコロナ時代におけるSDGsゴール目標「すべての人に健康と福祉を」の実現に挑戦しています。

　経済・技術的に実現が困難だった、指先血による多項目同時迅速検査製品の実用化に成功し、全国に波及させるため、小売

やドラッグストアチェーン網を構築しています。さらに、疾患となっている箇所を検出する技術と研究開発の機動性を活かし、国

産初の新型コロナウイルス抗体検査キットの大規模流通を成功させました。2020年にはSMBCスタートアップ支援プログラム最

優秀賞を受賞しています。

代表取締役
岩渕 拓也

　慶應義塾大学医学部総合医科学研究センター特別研究教員、大手診断薬メーカー、バイ

オベンチャー企業を経て、2014年、盛岡市にセルスペクト株式会社を設立。2017年に　

JAPANVENTUREAWARD中小機構理事長賞、2018年東北アントレプレナー大賞を受賞。

2018年には経産省より「地域未来牽引企業」に選ばれ、2020年は新型コロナ感染症の

臨床医学的研究と対策アイテムの開発事業で、新型コロナ渦スタートアップ支援のコンペティ

ション（三井住友銀行グループ主催）にて全国最優秀賞を受賞しました。

代表者 代表取締役　岩渕 拓也

電話番号 019-681-6710

住所 〒020-0857
岩手県盛岡市北飯岡2-4-23

ウェブサイト https://www.cellspect.com/

マッチングニーズ 事業提携：医療機器メーカー
販路開拓：小売チェーンマート

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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UMWELT（ウムヴェルト）
　単純作業や、膨大で多様なデータ仕事を自動化するための、AI技術の研究開発やライセンス販売を行っている企業です。主に、

認識・未来予測・最適化などの知能作業の自動化を手がけています。AI技術の導入には、莫大な導入コストがかかったり、クラ

イアントに合ったシステムの開発期間が長大化することが課題でした。そこで、プログラミングをすることなく、簡単に分析や自

動化が可能な「UMWELT（ウムヴェルト）」というシステムを開発。企業の基幹システムへ提供しています。

　特にTRYETINGでは、在庫管理・勤務シフト管理を中心としたサプライチェーンに関わるヒト・モノの最適化を得意とし、メー

カー・小売・物流・商社など幅広い領域で「知能業務自動化」に取り組んでいます。

　2018年10月には、イノベーションを起こした人物が表彰される「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2018」の東海・

北陸大会審査員特別賞を受賞。2020年8月には「MicrosoftforStartups」に採択されました。

　これまでは、商品の原料調達から製造、物流、販売というサプライチェーン領域で人や物の最適化に取り組んできました。名

古屋では数少ないAI系事業者として、豊田合成様、三井物産様など多くの大企業との取り組みを実現してきたノウハウやアルゴ

リズム基盤を持ち合わせているため、簡単に各社の事業に合わせたカスタマイズも可能です。

代表取締役社長CEO
長江 祐樹

　1989年愛知県生まれ。名古屋大学大学院工学研究科博士前期課程修了後、2016年～

2017年米国スタンフォード大学にて客員研究員を務める傍ら、現地スマートウォッチ開発ス

タートアップに参加し、AIソフトウェア開発支援を行います。アカデミックではAIを用いたハ

イテク新材料発見技術「MaterialsInformatics」を専門に研究。その後、2016年に

TRYETING創業し、代表に就任しました。

株式会社トライエッティング
代表者 代表取締役社長CEO　長江 祐樹

電話番号 052-979-2110

住所 〒460-0006
愛知県名古屋市中区葵1-20-22
セントラル名古屋葵ビル4階

ウェブサイト https://www.tryeting.jp/

マッチングニーズ 資金調達：CVC
事業提携：メーカー、卸、小売等

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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歯っぴー株式会社

AIテクノロジー等で普及を拡張させる口腔ケア事業による未病開拓
　私たちの生活習慣の歯磨きの磨き残しを確認するには歯垢着色液を利用するしかなく、着色後に除去する行為に不便さを感じ

るという課題がありました。これを解消するために開発したのが、2020年2月に発売した歯垢・歯石ライトという製品です。口

に光を照らすだけで歯垢や歯石を赤く発光させ、目視で簡単に磨き残しを確認できるため、口内環境改善に役立てることができ

ます。

　また、磨き残しなどによって歯垢・歯石がたまると歯周病を引き起こします。一般的な歯周病検査は、歯周ポケットに針を刺す

形で行われますが、痛みを感じるケースが多く不快感がありました。そこで、2019年12月にスマートフォンなどの携帯端末で

歯周病リスクを予測するAI画像処理を開発。自覚症状なく進行しやすい歯周病ですが、早期治療への気づきを提供することで、

歯の損失を予防し、全身の健康維持・推進へ寄与できると考えています。

　歯っぴーは、お口の健康維持に必要な可視化技術をオンライン・オフラインとの両面から提供することができます。日常の歯磨

きを可視化する技術は、独自の光学設計技術による歯垢・歯石ライトという製品で、光を当てるだけでプラークを可視化できます。

　また、歯科医院で行う歯周病検査の「痛い」「怖い」「面倒」３重苦をAIテクノロジー等で、歯周病専門医の眼を再現でき

ます。加えて、データ蓄積し、他の疾患と紐づけることで、医科と歯科との垣根をなく治療することができます。

代表取締役社長
小山 昭則

　大手電機メーカーで研究開発や社内新規事業創出に従事。2017年の熊本地震後の災害

ボランティア活動で得た経験から得た痛みを、AIテクノロジー等で一躍を担うために2018

年1月に歯っぴー株式会社を起業しました。重視していることは、２０１７年以降の骨太方針

で明記された「口腔の健康は全身の健康にもつながる」を実現することです。その中で、我々

が担うのは３つです。第一に、社名の通り「お口に特化したサービス開発」、第二に、「エ

ビデンスに基づくサービス提供」、第三に、ITリテラシーが高くはない方でも利便性を感じて

頂くため「オンラインとオフラインの両方のサービス提供」を行うことで、口腔の健康から

アンチエイジング、医療費削減を実現します。

代表者 代表取締役社長　小山 昭則

電話番号 096-343-3265 当面は在宅勤務のため 050-5374-4859

住所 〒861-5513
熊本県熊本市北区鶴羽田町1041番地57

ウェブサイト https://plaque-detection.jimdo.com/

マッチングニーズ 資金調達　事業提携/販路開拓：製薬会社、医療機器、
小売り、オーラルヘルスメーカ、健診委託機関、人間
ドック機関、有料老人ホーム、介護施設等

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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シニアマーケットをリードする世界企業へ
　介護が必要な高齢者が自宅で快適・安全に生活できるよう、手すりの取り付けや段差を解消するなど、住環境を最適化する「介

護リフォーム」を主な事業としています。

介護リフォームに特化した事業を展開してきたため、蓄積されたノウハウやITによる業務効率化などによってフランチャイズ化に

成功。「介護リフォーム本舗®」というチェーン名で全国95店舗を展開しています。

　また、リフォーム業界初となる写真を撮影することで寸法の計測と見積作成ができるAIアプリを開発。現地調査を行う当日に

図面、見積もり、契約がすべてを完了可能となりました。これによって、より一層早いサービスが提供できると同時に、働き方

改革にもつながり、今後の在宅介護業界を革新する事業になると確信しています。現在は多くの工事実績、店舗ごとの数多くの

成功事例が生まれ、新サービスの「理由書作成AIアプリ」の開発に取り組んでいます。

　全国3,000社の介護事業者とのネットワークがあり、フランチャイズ本部としてのノウハウや人材育成のための独自の研修シ

ステム、独自のブルーオーシャン戦略を保有していることが強みです。また、AIやITを活用することによってスピード対応が可能。

ビジネスモデル特許も２つ保有しており、現在も２つの特許を申請中です。2019年には「神奈川県かながわビジネスオーディッ

ション2019」にて神奈川県知事賞・来場者賞を受賞しました。

代表取締役
遠藤 哉

　1998年、新卒で積水ハウス株式会社に技術職として入社し、在籍中の11年間で300

棟以上の新築注文住宅の工事責任者を経験しました。2006年に新築の担当をしたお客様の

介護リフォームを経験したことがきっかけで、介護リフォーム事業のスタートを決意。その後、

全国の多くの高齢者が、自宅で安全な生活ができていない状況を知り、「日本の高齢者が元

気にすることは、自立支援介護になる」という信念で全国に介護リフォームを普及させようと

邁進しています。また、一級建築士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士等、

15種類の資格も保有しています。

株式会社ユニバーサルスペース
代表者 代表取締役　遠藤 哉

電話番号 045-548-8829

住所 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-26
石川ビル7F

ウェブサイト https://universalspace.jp

マッチングニーズ 事業提携：部材の商品開発、IT企業との共同開発
販路開拓：中堅・大手企業のシニアマーケット

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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①アール・ナノバイオ株式会社 P20

多数の検査項目を、少ない検体量で、院内で行える検査システム

④株式会社KMユナイテッド P23

独自の育成プログラム・建築アシスト・建築ロボットで建設業界の課題を解決する

②株式会社N Lab P21

AIとヒトがコラボした病理診断の改革

⑤スチームパンクデジタル株式会社 P24

革新的モノクル3DスキャンとXRデザイン、XRコミュニケーション

③金沢QOL支援センター株式会社 P22

在宅医療事業、障がい者就労支援事業

⑥株式会社テックドクター P25

オンラインセルフメンタルサービス「SelfDoc.」の提供

⑦初野建材工業株式会社 P26

発ガン性物質六価クロムをバイオの力で浄化する唯一の製品「改良6出なし」を提供

⑩株式会社MiKuTAY P29

環境・エネルギー事業

⑧株式会社フロンテス P27

テストプラットフォーム「STAR-RPA」でテスト工程の生産性と品質の向上

⑪株式会社メディオテック P30

25年で培ってきた電力でのノウハウを活かした新サービスの開発

⑨マイキャン・テクノロジーズ株式会社 P28

再生医療技術を使用した研究用血球細胞の提供事業

⑫株式会社リプル P31

山を削らないアップサイクル石灰製造

⑬株式会社RAINBOW P32

自家骨髄幹細胞の力で脳の病気を治す

2019年度第2期採択企業・目次
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アール・ナノバイオ株式会社

多数の検査項目を、少ない検体量で、院内で行える検査システム
　弊社は、国立研究開発法人理化学研究所（理研）が開発した先端技術をコアとする理研認定ベンチャーです。理研が開発し

た多数のたんぱく質や化学物質を一枚の小さな基板の上に固定化できる技術を開発しました。これにより、同時に多くの検査項

目をコンパクトな装置で、短時間で測定できるプラットホーム・システムを開発。その最初の応用製品は41種類のアレルギー原

因物質を、指先からの微量血液から30分で特定できるシステムで、日本ケミファ株式会社から発売しています。保険が適用で

きることもあり、多くの患者様に喜ばれています。

　今後も新型コロナウイルス抗体検査など幅広い医療や、その他の分析システムへの応用展開を図るとともに、システムにAI

機能を搭載することによる高性能化を目指します。この他にも、新規の医療用接着剤や進化分子工学による診断薬、治療薬など

の開発も行っており、これからも社会に貢献できる事業を推進していきます。

　弊社は、超微細加工を行うナノテクノロジーと医療・生命工学のバイオテクノロジーを融合したナノバイオテクノロジーを基盤

として、確かな技術と知見で製品作りを行う2017年創業のベンチャー企業です。一つのプラットフォーム技術を完成したことに

より、今後、様々な応用分野への展開が期待されます。2019年には「彩の国ビジネスアリーナ」で埼玉県知事賞を受け、

2020年には「第32回中小企業優秀新技術・新製品賞」の優秀賞を受けるなど、その実績が評価されています。

代表取締役
伊藤 嘉浩

　1981年に京都大学工学部を卒業。1987年に同大学院で工学博士を取得後、京大助手、

助教授などを経て2004年から理研主任研究員に就任。2017年にアール・ナノバイオ株式

会社を創業し代表取締役に就任しました。ナノ医工学、人工臓器材料、進化分子工学、再

生医療工学に関する研究を行い、本事業開発は、科学技術振興機構の「大学発ベンチャー

創出事業」プロジェクトを発端に進められています。

代表者 代表取締役　伊藤 嘉浩

電話番号 048-467-5811

住所 〒351-0104　埼玉県和光市南二丁目3番13号
和光理研インキュベーションプラザ

ウェブサイト http://r-nanobio.co.jp/index.php

マッチングニーズ 資金調達：ヘルスケア系VC
事業提携：海外展開
販路開拓：医療系、化粧品、農水系（動物検査薬）、一般分析

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社N Lab

AIとヒトがコラボした病理診断の改革
　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科で研究・開発した技術（シーズ）を世に出し、日本の病理診断の抱える課題を解決する

ために2017年に設立しました。現在、病理診断や研究に必要な免疫組織染色の受託、デジタルスキャナの輸入販売などを主

な事業として展開しています。

　また、スキャナ販売や病理スライドのクラウド保存サービスを利用して、先進国の中でも遅れをとっているデジタルパソロジー（プレパ

ラートのデジタル画像を撮影してディスプレイに表示し、病理標本を観察する方法）を日本で広めるとともに、AIの開発も進めています。

　今後は、これまでに長崎大学で研究開発した肺癌組織中のがん細胞のセルカウントを行うAIアルゴリズムをはじめ、開発中のAIア

ルゴリズムと、世界中に広げてきた病理専門医のネットワークを用いた素早く正確な診断を返す、独自のコンサルテーションサービスを

展開する予定です。これによって、病理医不足・地域偏在、診断検体数の増加などの課題解決の一助となると考えています。

　私たちは、戦う病理医集団です。特に、病理診断の中でも「AIに代わってもらいたい（AIが得意とし、ヒトが苦手とする）

項目」を理解しており、自分達で開発したAIアルゴリズムが実臨床で役に立つかを迅速に検証できるのが強みです。また、先

進国や後進国にも病理専門医のネットワークを持つことで、必要とする患者や医師から病理専門医への海を越えたコンサルテー

ションを可能にしています。

代表取締役
北村 由香

　東京都生まれ。2004年藤田医科大学を卒業し、医師免許取得。初期臨床研修修了後、

呼吸器外科医となり、藤田医科大学病院、愛知県がんセンター愛知病院などで呼吸器外科

医として手術・緩和ケアなどに従事しました。その後長崎へ転居し、長崎大学腫瘍外科で診

療に携わった後、2016年に病理診断科へ転向し、病理診断の勉強を始めます。ここで日

本の病理診断の現状と問題を知り、研究・開発したシーズや日常診療で用いているデジタル

画像を用いて課題解決するべく2017年に株式会社N Labを設立。医学博士（免疫学専攻）。

呼吸器外科専門医や病理医も医療の現状・課題把握のために活動を続け、現在に至ります。

代表者 代表取締役　北村 由香

電話番号 095-801-0225

住所 〒850-0862　長崎県長崎市出島町1-43
ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）403/404

ウェブサイト http://n-lab.jp

マッチングニーズ 資金調達、事業提携：大手AI企業とエンジニアの獲得
（協業）、ソフトウェアの自社内開発、全国展開にいたる
販路拡大、営業力の確保のため

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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金沢QOL支援センター株式会社

在宅医療事業、障がい者就労支援事業

代表取締役
岩下 琢也

　1984年生まれ。2006年に医療法人明心会 仁大病院に入社し、2008年 金沢大学医学

部 保健学科に入学。作業療法専攻し、2010年に同大学を卒業。精神科病院、リハビリテー

ション病院、認知症対応型通所介護、通所介護など、様々な医療・介護の現場に携わった

経験から、医療、介護、福祉のチームネットワーク力不足により、患者さん、ご利用者さん

の人生に多大な不利益が生じていることを強く実感。その後、2011年に金沢QOL支援事

業所を設立した。株式会社クリエイターズの代表取締役も務めており、作業療法士や相談支

援専門員、福祉住環境コーディネーター２級も取得している。

代表者 代表取締役　岩下 琢也

電話番号 076-220-7257

住所 〒921-8043
石川県金沢市西泉1丁目149-1
スパーテルM1ビル 2F

ウェブサイト https://k-qol.com/

マッチングニーズ 事業提携、販路開拓：企業と福祉施設の仕事マッチング
サービス“ハタフク”、障がい者施設と連携したい企業等

　当社は“福祉が地域を支える社会の実現”というビジョンのもと、在宅医療事業・障がい者就労支援事業の2 つの事業を展開

しております。在宅医療事業では、石川県金沢市と愛知県名古屋市で訪問看護ステーションを運営し、それぞれの地域で高齢

者やターミナル、小児、精神などの様々な人の在宅生活を看護とリハビリでを支えています。

　2 つ目の障がい者就労支援事業では、身体・知的・精神障がいを持つ人々の「働きたい」「稼ぎたい」という想いを実現す

るために、ものづくり・農業・清掃事業等の仕事を通して“ 支えられる側から支える側に”を目指した支援を行っています。こ

の活動を通し、何かの障がいがあったとしても、誰かに必要とされ、誰かを支えることが当たり前となる社会を実現したいと考

えています。

　弊社の社員は約７割が医療・福祉専門職で、専門性に基づいた支援を展開しているのが特徴です。これによって、特に障が

い者就労支援事業では、医療や介護がまだまだ必要な人でも働ける、稼げる支援を実現しています。また、新サービス“ハタ

フク”では、障がいがあっても稼ぐノウハウを土台に、企業様と福祉施設様のお仕事マッチングサービスを展開しています。

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社KMユナイテッド

代表者 代表取締役社長/CEO　竹延 幸雄

電話番号 080-1441-1788

住所 〒606-0801
京都府京都市左京区下鴨宮河町7番地

ウェブサイト https://www.coassist.jp/

マッチングニーズ 資金調達：建設業界の課題を解決することが社会全体
の利益につながることを理解していただけるVC

独自の育成プログラム・建築アシスト・建築ロボットで建設業界の課題を解決する　
　当社の事業の第1の柱は、「建設アシスト」事業です。建設業界の現場監督が現場監督の業務に集中できるようにICTを活用

して、人材を供給することで建設業界の現場監督をサポートしております。

　第2の柱は、建設業向けの「塗装ロボット」事業です。塗装職人が不足していく中、職人の代わりに作業をする塗装ロボットを開発し、

自らの事業で活用するとともに他社へ販売も行ってまいります。現在大手ゼネコン様と共同開発契約を締結し、開発を進めております。

　第3の柱が「職人の採用・育成」事業です。水性塗料の採用や女性でも持てる材料容器の採用などを通じて、女性が働きや

すい環境の整備を行っております。また、職人の「10年で1人前」という建設業の常識を打破するため、独自の育成制度と明

確なトレーニングプログラムを作成し、未経験者を入社3年以内に技能習得できるようにいたしました。

　2019年には中小機構主催「Japan Venture Awards 2019」中小企業庁長官賞を受賞いたしました。

　建設業界の課題に精通しており、建設業界をより良くしたいという強い思いを持っています。「職人の採用・育成」事業で成

功した実績をもとに、当社が開発した「コネキャリ」という就業時間管理アプリを活用した業務分析や、「技ログ」という技能伝

承を目的とした動画アプリを活用し、教育やICTを活用した事業を展開しています。また、建設業界との強い結びつきから、多

くの大手ゼネコン様の協力を得て、活動範囲を広げています。

代表取締役社長/CEO
竹延 幸雄

　2013年に株式会社KMユナイテッドを起業。経済産業省 ダイバーシティ普及アンバサ

ダー、国土交通省委員会委員（見える化キャリアアップ検討会・建設業イメージ戦略運営委

員会）、関西学院大学ハッピーキャリアプログラムエグゼクティブパートナーなどを歴任し、

女性や若手職人の育成や定着が全国的に注目を集めました。現在は、親会社の株式会社竹

延から独立し、グローバルに成長を目指す建設テック・ベンチャーとして事業展開中。2020

年4月には、日経ＢＰ社から『小さな三代目企業の職人軍団 教科書なきイノベーション戦記』

を出版しています。

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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スチームパンクデジタル株式会社

革新的モノクル3DスキャンとXRデザイン、XRコミュニケーション

　通常、高価で手間のかかる3Dデータの取得・取り扱い・共有・管理を可能にするiPhone・iPadとクラウドを活用した自社開

発の革新的なソリューションを開発しました。3Dデータの作成は難しいと言われていますが、「誰もが現実の世界を切り取り、そ

れを3Dデジタルデータにして世界に発信できる」ことをミッションとしています。オブジェクトをデジタル化したいというニーズ

をお持ちであれば、デジタル化をするための最高の技術と人材を提供します。

代表取締役
ヒルトン アーロン キース

　カナダでソフトウェア開発企業Conquer Mobile社を設立し10年以上の経営と技術開発

を経験（現在会長）。VR手術訓練システム等を開発し、2019年にグローバル展開のため、

福岡市でスチームパンクデジタル株式会社を設立。同市開催のイベント「和楽サミット

2019」でタイ王国からアワード受賞。2020年には独自の3Dスキャン技術を用いて福岡市

博物館の名品をWebサイトやARで3D表示する「おうちDE楽しめる3D福岡市博物館！」や、

九州産業大学の研究協力としてマリンワールドのザトウクジラの骨を実寸表示するARアプリ

「Project Cetus」を開発しました。同年福岡市より市税免除プログラム企業に選ばれてい

ます。

代表者 代表取締役　ヒルトン アーロン キース

電話番号 092-984-6874

住所 〒814-0001
福岡県福岡市早良区百道浜3-8-33
福岡システムLSI総合開発センター705

ウェブサイト https://steampunk.digital/

マッチングニーズ 資金調達：テック系VC、５Gソリューション開発大企業CVC
事業提携：建築不動産関係や家具・家電関係、通信関係

　スチームパンクデジタルは「3D 技術へのアクセスを“民主化”すること」をミッションに掲げ、切り取った現実世界を、だ

れでもどこにいてもデジタルで共有できることを目指しています。私たちの主な事業は「3Dスキャン」で、Apple App Store

でリリースされた「Monocle Structureスキャナー」というアプリケーションを開発しました。「Monocle Cloud（モノクル

クラウド）」は3Dデータを記録して共有するまでのプロセスの簡素化を実現し、高品質の3Dデータのキャプチャからアップロ

ード、AR 対応のスマートフォンやデジタルアイウェアでの閲覧までを誰でも簡単にできます。このクラウドプラットフォーム

は、バーチャルとリアルを融合した5G対応の3DXRコミュニケーションシステムの基盤となります。

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社テックドクター

オンラインセルフメンタルサービス「SelfDoc.」の提供
　医学部のメンタル研究を元に、精神的な状態を分析するデータ基盤「SelfBase」を開発。その基盤上のアルゴリズムを元に

したオンラインのセルフメンタルサービスのアプリケーションを提供しています。このアプリでは、本人が自覚している調子をも

とにした「主観データ」、睡眠・ストレス・行動量を主軸にした「フィジカルデータ」、気圧・花粉量などの「外部データ」の3

つのデータを分析することで、調子に影響を及ぼしている要因を解析することができます。

　自分のストレスや睡眠をモニタリングできるだけでなく、調子を整えるための行動のベンチマークを表示し、その行動によって

何が改善されているかもわかります。データが蓄積することでパターンがわかり、調子を維持するためのポイントも明らかになり

ます。また、医療機関や心理士と連携することで、遠隔でメンタルの状態のモニタリングを実施することも可能です。東京都 令

和元年度（2019年度）第2回創業助成事業にも採択されました。

　慶應義塾大学医学部での研究活動を背景とした医学的視点と、 アドテク領域等でビッグデータ解析等を担ってきたエンジニア 

の技術力を組み合わせた医師とエンジニアによるチームです。ウェアラブルや環境センサーなどの大量データから精神状態を分

析するデータ基盤は既に製薬会社や保険会社などにシステムとして利用実績があり、その基盤により可視化されたデータを活用

しています。

代表取締役
湊 和修

　慶應義塾大学 社会学専攻を卒業後、サイバーエージェント、ディスカバリー・ジャパンに

勤務し、慶應義塾大学医学部 研究員、研究プロジェクトリーダーに従事。その後2019年

に株式会社テックドクターを設立した。位置情報広告事業AIRTRACK事業責任者に就任し、

米国TWITTER社イノベーションチャレンジ 最優秀賞を受賞した経歴があります。

代表者 代表取締役　湊 和修

電話番号 03-5476-8889

住所 〒106-0032
東京都港区六本木7-14-23

ウェブサイト https://www.technology-doctor.com/

マッチングニーズ 資金調達：デジタルヘルス領域に関心の強いVC
事業提携：健康保険データやその他データのマネタイ
ズのトライをされている企業等

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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初野建材工業株式会社

発ガン性物質六価クロムをバイオの力で浄化する唯一の製品「改良6出なし」を提供
　戸建住宅を建てる際、地盤の強度が心配になる場合があります。その際、一般的にはセメント系固化剤を使用した地盤改良工

事を行いますが、セメント系固化剤には、土壌汚染対策法により特定有害物質に指定されている発ガン性物質六価クロムが含ま

れており、国の報告調査によると20件に1件の割合で、土壌環境基準を上回る数値が溶出すると報告されています。

　当社では、一般的なセメント系固化剤を使用した地盤改良工事にて唯一の問題点である六価クロムを、現場で施工の際に添

付するだけで解決できる浄化商品「改良6出なし」を提供しています。主原料には、東京工科大学応用生物学部教授・杉山友

康先生が土の中から見つけた、新規放線菌ＳＴ13株を利用しており、ＳＴ13株は、六価クロムを安全な三価クロムに還元する

作用があります。東京工科大学と産学連携により製品化し、すでに特許権も譲渡取得しました。

　セメント系固化剤を使用した地盤改良工事で、六価クロムを無害化する方法は「改良6出なし」のみ。「改良6出なし」の主

原料として使われている新規放線菌ST13株はバイオの力で環境に優しく、六価クロムを安全な三価クロムに還元し、昨今の環

境意識やSDGｓ意識の高まりに応えます。また、国土交通省新技術登録システム「NETIS」の特許も取得しており、国にも認

められた技術です。

代表取締役
初野 直樹

　1958年に創業し、父の代では建設用砂利・砂の専門商社でしたが、環境保全の意識が

高まり山を崩した自然の砂利・砂から建物を解体したコンクリートの塊を原料とする再生砂利・

砂に大きくシフトした。ところが、コンクリートの中には発がん性物質六価クロムが含まれて

いて新たな環境問題を引き起こします。当社はこの問題解決に取り組み、東京工科大学との

連携により六価クロム浄化剤「再生6出なし」を開発。この事業を通じSDGsに貢献致して

まいります。

代表者 代表取締役　初野 直樹

電話番号 049-224-5131

住所 〒350-0852
埼玉県川越市川越2363-3

ウェブサイト http://6denashi.com

マッチングニーズ 事業提携：六価クロム浄化事業に賛同し、代理店となる企業
販路開拓：弊社商品を導入頂ける住宅メーカー、工務店など

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社フロンテス

テストプラットフォーム「STAR-RPA」でテスト工程の生産性と品質の向上
　ソフトウェアの品質と生産性を向上するためのテストプラットフォーム「STAR-RPA」を開発し販売しています。STAR-RPA

の特徴は、自動テスト、テスト仕様書作成、テスト管理の3つの機能が連携してテスト工程での実作業や管理作業を支援すること。

2008年から現在まで、金融機関やシステム開発会社、官公庁など約70社に250本のツールを販売してきた実績があります。ユー

ザの要望によって、自動テストの他にも負荷テストや継続的インテグレーションなどにも対応可能。海外製のテスト自動化ツール

を活用している場合は、カスタマイズサービスを提供できます。

　これまで「STAR-RPA」はオンプレミスのシステムにインストールして利用されてきましたが、クラウド環境での活用を計画し、

2021年春にはサービスインする予定です。従来のテストツールでは未開拓のクラウドユーザや中小規模プロジェクト、保守工

程などにもサービスを提供していきます。

　海外製のテスト自動化ツールでは、画面を操作して自動テスト用のスクリプトを作成するため、大中規模のプロジェクトではテストケー

ス数が多く対応困難であり、またテスト結果を検証するためのプログラミングが必要です。「STAR-RPA」はブロックを組み立てるだけ

で自動テスト用のスクリプトを作成できるプレハブ方式であり、大量の自動テスト用のスクリプトを作成が可能です。またテスト結果を検

証するためのコマンドを提供しているため、検証時のプログラミングが不要。海外製と比較して最大2倍の生産性を実現できます。

代表取締役
舟崎 信義

　平和相互銀行の第1次・2次オンラインの開発に携わり、その後住友銀行にて合併システ

ムを開発。日本総合研究所に転属して開発・営業部長に就任。国際航業子会社 エフジェネッ

クス（代表取締役）にてGIS製品を開発。2005年にプロンテスを設立し「STAR-RPA」

を開発しました。

代表者 代表取締役　舟崎 信義

電話番号 03-3264-2757

住所 〒102-0082
東京都千代田区一番町15-1　一番町ファーストビル4F

ウェブサイト https://frontes.co.jp

マッチングニーズ 資金調達：2021年に1.5億円、2022年に1.5億円
事業提携：システムインテグレータやシステム開発会社との連携
販路開拓：販売パートナー

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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マイキャン・テクノロジーズ株式会社

再生医療技術を使用した研究用血球細胞の提供事業
　再生医療の技術を使用し、感染症や免疫疾患などの研究用の血球細胞を開発・提供しています。これまでは、創薬や機能素

材の効能・安全性評価をするためには時間やコストがかかっていましたが、特に献血血液では手に入りにくい特殊な血球細胞を

開発したことにより、高精度で効率的かつ低コスト、スピーディーに実施できるようになりました。

　当社が開発した赤血球細胞には、iPS技術（再生医療技術）によって作られた、伝染病などの研究素材となる「幼若赤血球

様細胞（Mpv細胞）」や、医薬などの効能・安全性評価に最適な「未成熟樹状細胞（Mylc細胞）」があります。最近では、

新型コロナウイルス研究用細胞（cMylc細胞）の開発に成功し、提供中です。

　「第58回 京都市ベンチャー企業目利き委員会」のAランク企業、「第10回 知恵ビジネスプランコンテスト（京都商工会議所）」

に認定されており、「第7回 京信・地域の起業家アワード」「第1回 大阪テックプランター 最優秀賞」を受賞しました。

　再生医療の技術を使用した研究用血球細胞の提供を実施。特に感染症研究用細胞として2015年から開発に着手し、樹状細

胞の作製技術をもとに世界初のiPS細胞由来新型コロナウイルス研究用血球細胞の開発に成功。世界の研究者に提供しています。

代表取締役CEO

活用した創薬研究を実施してきました。インド赴任時に感染症の課題が世界的に解決されて

ないことを目の当たりにし、先進的な再生医療技術を使用した血球細胞を提供することで、

新薬やワクチン開発の促進ができると確信。そして帰国後、経産省の「先端医療解決型ベ

ンチャー等支援制度」で事業案が採択されたのをきっかけに活動を本格化。翌年の2016年

にマイキャン・テクノロジーズ株式会社を起業しました。

代表者

電話番号 075-381-3008

住所 〒615-8245
京都府京都市西京区御陵大原1-36
京大桂ベンチャープラザ

ウェブサイト http://www.micantechnologies.com

マッチングニーズ 資金調達、事業提携、販路開拓

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社MiKuTAY

環境・エネルギー事業
　エネルギーの無駄な放出をなくすことで地球環境の問題を解決するソリューションを提供する、熱マネジメントの最先端を目指

しています。世界の人々は、産業革命以来エネルギー利用後の熱処理を怠ってきた結果、地球温暖化による異常気象に翻弄さ

れるようになりました。そして今、温室効果ガス排出ゼロへの動きを本格化し、日本では2050年までの温室効果ガス排出ゼロ

が宣言されています。

　当社は、熱交換する素子の構造を発明し（特許取得）、高効率な熱交換特性を実現しました。エネルギーの熱回収効率を高め、

エネルギーの再利用と排熱回収システムによって温室効果ガスを排出しないエネルギーの生産が可能です。このエネルギー生産

技術は、熱のあるところすべての領域に適用できるため、膨大な市場になることが見込まれています。

　MiKuTAYが誇る熱交換技術は、流体力学をもとに「素子」と呼ばれる基幹部品と、それを蜂の巣状に組み合わせた「コア」

という熱交換器から作られています。「小型・軽量化・デザインフリー・静かな稼働音・メンテ不要」という特徴があり、従来の

半分以下の容積しかありません。空気や液体同士、空気と液体など、熱のあるすべての場所で熱交換技術が利用可能です。特に、

熱マネジメントで隠れた主役となる「静脈機能」に威力を発揮します。

代表取締役社長
新田 實

　1970年に株式会社東海の創業に参画。モノづくりの経験があり、日産500万個にも及ぶ

大量生産を実現するべく、完全自動化で動く製造機械の開発と品質管理に携わりました。また、

香港、中国、米国、カナダ、メキシコで事業の立ち上げに寄与し、香港東海社長、米国東

海社長を歴任。世界シェア75%を確保するまで企業を成長に導くという、グローバルな企

業経営の経験を持っています。この知見をもとに、1989年に米国で独立し、アルミ鍛造技

術を米国市場へ売り込む過程でフォード社に参入。フォード社の熱交換器の一次下請けとして

20年間の実績を積み上げたのち、2008年新型熱交換器の開発に成功し、2012年に日本

で当社の設立を果たしました。

代表者 代表取締役社長　新田 實

電話番号 03-6721-8660

住所 〒105-0022
東京都港区海岸1-2-20
汐留ビルディング3階

ウェブサイト

マッチングニーズ 資金調達：環境・エネルギー分野のVC、事業会社
事業提携：ESGファイナンス投資会社、融資金融機関

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社メディオテック

25年で培ってきた電力でのノウハウを活かした新サービスの開発
　世界的な潮流、気候、人口構成の変動、新型コロナの脅威など、電力業界に求められる急激な変化に耐えうる仕組みを作る

ために、仮想発電所のVPP（バーチャルパワープラント）を構築します。それを可能としているのが、25年培ってきた再生エ

ネルギー電源開発や電力供給業務、EMS機器のノウハウなどです。

　具体的には、集合住宅向けに太陽光パネルを設置する「ソラシェアダイレクト」や、法人向けに太陽光パネルを設置する「W

ゼロでんき」などのサービスを提供しています。また、電力の自由化によって多くの新電力が誕生しましたが、当社は単に電力

を供給するたけでなく、需要家側に設置したHEMSと連携しAIによる電気使用量抑制などの制御技術や、ブロックチェーンを用

いた電源トラッキング技術など、新たな電力の可能性について技術開発を進めています。

　発電事業、電力小売事業、電力消費場所でのIoT機器（HEMS）開発など、幅広い分野で電力事業に携わってきました。現

在約700社ある電力小売事業者の中でも、ここまでの展開を行っている業者は多くありません。また、事業展開のターゲットと

している一般家庭、集合住宅、小規模店舗向けに提供しているサービスがあり、政府の補助事業など新たな取り組みもあります。

事業化、拡販に向けての素地が整っているのが利点です。

代表取締役
松本 秀守

　福島県出身。日立製作所デバイス開発センターを退職後、1996年株式会社メディオテッ

クを創業。戸建て住宅向けの電気設備工事から事業を開始し、太陽光システムの開発・販売、

HEMS機器の開発・販売、産業用PV監視システムの販売など電気に関わる事業を20年以

上携わってきました。直近ではVPP、ブロックチェーンなど次世代技術開発に積極的に取り

組み、長年培った電力ビジネスのノウハウを社会課題解決への転用を見込んだシステム開発

を行っています。電力ビジネスだけでなく、出身地・福島にて復興事業として胡蝶蘭の栽培

事業を手掛け、太陽光による電力供給、AIでの温度管理など最新技術と既存事業の融合も

実施しています。

代表者 代表取締役　松本 秀守

電話番号 03-3226-5500

住所 〒160-0022
東京都新宿区新宿1-28-11
小杉ビル8F

ウェブサイト https://mediotec.co.jp/

マッチングニーズ 資金調達：VC、事業会社から第三者割当増資での調達

※FASTAR第2期（2019年度）に採択した株式会社ダイレクトパワーを同社が2021年1月31日
付で吸収合併を行った為、同社の事業としてプレゼンテーションを実施。

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社リプル

山を削らないアップサイクル石灰製造
　日本では珍しい硬水地域である沖縄独特のカルシウム系未利用資源（炭酸カルシウムペレット）を原料とした、高機能な排煙

処理材（消石灰）に加工をする技術を開発しています。これにより、鉱山を削らず、最小限の環境負荷でサステナブルな循環

システムを構築することができます。

　都市鉱山ともいえる未利用資源の特徴を生かし、高付加価値な石灰へとアップサイクルするモデルでもあります。

硬水地域はヨーロッパや東南アジアなど世界中に多く存在しており、この沖縄型モデルの技術輸出を計画しています。特に台湾

は石灰の採掘に規制がかかっていると同時に、炭酸カルシウムペレットの排出量が非常に多いため、この技術の輸出先第一候補

として考えています。

　このサステナブルな石灰再資源化モデルを世界中で普及させることにより、地球環境をより良くしていきたいと考えています。

　産学連携共同研究によって、大学が持つ技術シーズを生かした社会実装をすると同時に、地元の有力企業とのアライアンスを

構築し、事業のハブ的存在となって事業を進めることができます。また海外展開については、沖縄は文化的にも地理的にも東南 

アジアとの繋がりが強く、特に台湾との関係は歴史が古いため、事業展開に向けてのルートの確保も進めています。最近では、

沖縄県の「平成31年度新産業事業化促進事業補助金」に採択されました。

代表取締役
富永 健作

　沖縄初のプロバスケットボール球団「琉球ゴールデンキングス」の創業メンバーとして参画。

その後、家業である生コンクリート業界へと転身し、本来業務と並行して業界全体の課題と

なっている工場から排出される生コン廃棄物の再資源化の可能性を探りました。その過程の

中で、沖縄独特の未利用資源である炭酸カルシウムペレットや石灰鉱山採掘の課題等を見つ

けたことで、本再資源化事業を進め、現在に至ります。

代表者 代表取締役　富永 健作

電話番号 098-851-4875・090-5197-9541

住所 〒901-0152
沖縄県那覇市小禄1831番地1
沖縄産業支援センター316-C

ウェブサイト https://www.ripple-okinawa.co.jp/

マッチングニーズ 資金調達：シード系VC
販路開拓：商社等（海外展開）

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社RAINBOW

自家骨髄幹細胞の力で脳の病気を治す
　近年、高齢化などによって脳梗塞の発症率が増加しています。現在の医学では一旦生じた麻痺を治せないため、幹細胞を利

用した再生医療が期待されています。当社の「HUNS001」は骨髄液の中に存在する「自家骨髄間葉系幹細胞」を使用した

製品です。高い品質、有効性、安全性、経済性を目標に北海道大学脳外科で開発され、RAINBOW社は2019年8月にこの

技術を社会実装することを目的に設立されました。すでに脳梗塞亜急性期患者7名を対象とした医師主導治験（第1相）が完了

し、良い結果が得られています。対象者を慢性期脳梗塞患者（すでに麻痺になってから一定以上時間が経った患者）に変更し、

2023年に第2相治験、2029年の薬事承認を目指して開発を進めています。本研究は今まで多くの賞を受賞していますが、「未

来2020」では「メディカル部門最優秀賞」を受賞するなど注目をされています。

　脳梗塞は多種類の細胞とそれらのネットワークが広範囲にわたって障害を受けるため、特定の細胞（例えば神経細胞）などに

分化させるiPS細胞などを使った治療戦略よりも、場の必要性に応じて柔軟に分化する間葉系幹細胞の方が効果が高いと言われ

ています。また、本製品は既に第1相治験を終了した製剤を使用するため、その開発スピードが速く、迅速な上市が可能です。

自家細胞のネックと言われる製造コストに関しても、自動 培養装置とその独自の管理システムによってクリアできており、その他、

細胞運搬保存技術や、細胞移植針などの治療全般（製造から患者投与まで）の知財を押さえている点も強みです。

代表取締役社長
高橋 悠一

　代表の高橋（公認会計士）は経営を担当していますが、その他の操業メンバーは七戸（北 

海道大学臨床研究開発センター准教授：医療倫理専門）、川堀（北海道大学脳神経外科特 

任准教授：脳卒中の外科治療専門）、宝金（北大総長：日本脳卒中学会や日本脳神経外科学

会の会長等多数）、黒田（富山大学脳神経外科教授：日本脳卒中の外科学会会長）など日

本の脳卒中の権威であり、国内外の学会においても主導的立場にある人物です。世界中の

患者が必要としているアンメットニーズが何か、どのようにそれを供給できるのかなどについ

ても幅広い知識を持っており、十分な産学連携体制を取ることができます。

代表者 代表取締役社長　高橋 悠一

電話番号 011-706-5987

住所 〒001-0021
北海道札幌市北区北二十一条西12丁目2
北大ビジネス・スプリング206号室

ウェブサイト https://rainbowinc.co.jp/

マッチングニーズ 資金調達：2022年3月を目標に第2相治験資金4億円を調達予定
事業提携：製造販売等のライセンスアウト先

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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①アットドウス株式会社 P34

超微量投薬を実現するモバイル点滴の開発

⑤株式会社ソラハル P38

小規模企業や個人セラピストのための「ソラハルClientFirst」

②アルム株式会社 P35

中小製造業のスマートファクトリー化を実現する「ARMCODE」

④株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ P37

血栓が関わる検査及び診断薬の製造・販売

③アンヴァール株式会社 P36

日本を資源大国に！

⑥株式会社調和技研 P39

AIの力で高度難易度な課題解決を目指す

⑦株式会社東京ダイヤモンド工具製作所 P40

ダイヤモンド・CBN 工具の製造販売

⑧株式会社八代目儀兵衛 P41

多様なプロデュースでお米の価値を高めたい

⑨株式会社ブルー・スターR&D P42

超音波洗浄装置・超音波バリ取り洗浄装置の製造販売
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アットドウス株式会社

超微量投薬を実現するモバイル点滴の開発
　手軽に薬剤を投与できることから、治療によく利用される飲み薬（経口投与）。効き目を維持するには、薬剤の体内濃度が重

要で、体内に入ると人間本来の代謝等の影響で濃度が減少します。そこで、定期的に飲むことで効き目のある濃度を保っている

のが現状です。また、点滴では簡単に薬剤の体内濃度を維持できますが、ベッドや椅子で安静にしていなければならず、投薬

中は移動も制限されるなど、患者のQOLの低下が課題でした。

　当社が開発した新しい投薬デバイス「アットドウス」は、医薬品を超微量に抑え、日々の生活を維持したまま長時間投与するこ

とが可能です。今まで治療手段がなかった患者への新たな投薬手段の提供や、薬の定期的・安定的・持続的な投与（アドヒアラ

ンス向上）、時間帯や病状・症状に合わせた無駄のない投薬ができます。さらに、治療しながら日々の生活を維持して患者のQOL

の向上させることも実現。特に、高齢化社会での在宅医療やオーダーメイド医療に役立つデバイスとして製品化を計画中です。

　当社のコア技術は電気浸透流ポンプで、電気の流れを水の流れに変えることができます。省電力・軽量・小型が売りで、特許

申請中の技術により、シリコンゴムを使って安価に製造できるため、投薬デバイスの価値を高めます。現在、局所に微量に投薬

することで副作用なく病気を治す「アットドウス・コア」、点滴を高濃度に微量に投薬することで持ち運び可能とする「アットドウ

ス・モバイル」、シリンジポンプを小型化軽量化して遠隔制御可能とする「アットドウス・マルチ」の３つの製品を開発しています。

代表取締役
中村 秀剛

　大学卒業後、プラスチック射出成型金型の設計、業務システムの開発、Webシステムの

開発などモノづくりに携わりながら、テクノロジーやITが世の中に与えるインパクトにワクワク

する日々を過ごしました。前職では大手監査法人にてベンチャー企業の成長支援に注力。「テ

クノロジーやITが患者のQOL向上や家族の負担軽減に活用できるはず」という理念のもと、

CTOと共に2017年にアットドウス株式会社を創業しました。

代表者 代表取締役　中村 秀剛

住所 〒241-0022　
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰2-41-54

ウェブサイト https://atdose.com/

マッチングニーズ 資金調達：独立系ＶＣ、ヘルスケア系事業会社のＣＶＣ
事業提携：製薬企業、ヘルスケアサービス企業、IoT関
連企業

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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アルム株式会社

中小製造業のスマートファクトリー化を実現する「ARMCODE」
　2006年創業以来、自動車・半導体の自動化装置を設計から製造まで一貫して請け負ってきましたが、中小の金属加工・機械

部品メーカーがコストダウンと短納期化に悩んでいることを感じてきました。そこで、当社が培った自動化・デジタル化技術を活

かして課題を解決したいと思い、金属部品をつくる工作機械を動かす際に必要なNCプログラムを、AIを使って自動作成するソ

フトウェア「ARMCODE1」を開発しました。

　これを使えば、CADデータのファイルをPC上でドラッグ＆ドロップするだけでNCプログラムを自動生成できます。部品の設

計図面データからNCプログラムを作る手間がなくなり、生産にかかるコストや時間を大幅に減らすことが可能になるのです。「中

小企業が利益を出せる、経営者のストレスを軽減する製品を提供し続ける」。これが、当社の使命です。フライス加工に対応した

ARMCODE１を皮切りに、今後は、旋盤加工や研磨加工に対応した製品シリーズを順次展開していきますので、ぜひお楽しみに。

　3D・2DCADデータ、PDFデータのNCプログラム自動生成できるだけでなく、大量図面順次解析機能によって、一度に

500枚の図面処理可能。AIが自動生成したプログラムによる誤差は100分の2ミリという高い加工精度を実現し、自動見積機

能や各マシニングの採算性、稼働率分析機能も備えています。また、スマートフォンを使った機械稼働状況のモニタリングも可

能です。

代表取締役
平山 京幸

　2000年に大阪府立高専（建設工学科）卒。在学中に、建築構造物のAI解析プログラム

を学び、建築士を取得後は設計・現場管理・構造解析プログラミング等に従事。結婚を機に

妻の故郷・石川県に転居し、機械部品加工・販売会社を経て06年に金沢市でアルムワーク

ス（17年にアルム（株）に改称）を創業し装置事業を開始。14年に中小部品製造企業のスマー

トファクトリー化を実現するソフトウェア研究開発に着手し、20年にAIソフト「ARMCODE１」

を発表した。

代表者 代表取締役　平山 京幸

電話番号 076-225-7743

住所 〒920-8204
石川県金沢市戸水1丁目61番地

ウェブサイト https://arm-corporation.wixsite.com/arm-code1

マッチングニーズ 資金調達：出資（エンジェル投資、VC、事業会社）、公的補助金
事業提携：総合商社、機械商社、CADメーカー、工作機械メーカー等
販路開拓：マシニングセンタを導入している金属加工・機械部品製造会社

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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アンヴァール株式会社

日本を資源大国に！
　当社は「日本を資源大国に！」をスローガンに、海洋に含まれるマグネシウム・リチウムを採取し、水酸化マグネシウムを純マ

グネシウムに製錬してマグネシウム合金の原材料を生み出しています。また、中国が世界生産の80％以上を占める状況を打破

すべく、国産の低CO2マグネシウムを自動車やロボットなど次世代基幹産業の構成材として供給したり、火力発電など多数の発

生源からのCO2でジェット燃料を作るといった事業も展開。

　他にも、マグネシウムとCO2の燃焼反応を利用した発電方式で熱・電力供給とCO2固定化の一石二鳥を狙う、燃焼時に発生

する3000℃の熱を使ったプラスチックのリサイクル事業や、メタンを熱分解したり水をISプロセスで分解することで水素を生成

するといったことにも取り組んでいます。最近では、地下で再生可能エネルギー源となるメタン・水素を作るなど複合的な取り組

みを実現すべく、企業・大学・研究機関と連携を進めています。これによって、地球全体の気候変動対策にも貢献していきたいです。

　「二酸化炭素でも燃える」というマグネシウムの特質を活かし、その燃焼の過程で発生する3000℃の高熱を使った発電と、

CO2固定化まで一連の工程にまつわる4件の特許出願を終えました。CO2を炭素として固定することでCCSでも使いやすく、

CO2ネガティブで水素を生成することも可能です。

代表取締役社長
櫻井 重利

　1962年生まれ。慶應義塾大学を卒業後、ヤマハ発動機株式会社でマリン直売営業、技

術商社に所属。早期退職制度を利用して退職後アンヴァール株式会社を創業。2014年に

東京駅のホームで昏倒して聖路加国際病院に救急搬送され横になることもできない激痛に耐

えながらCT、血液検査と進むうちに白血球数が異常に多いことがわかりその日のうちに白血

病と判明。しかし、慢性骨髄性白血病（CML）という特効薬のある病種だったため、服薬し

ながら現在も元気に活動中。入院中に「日本を資源大国に！」構想の実現に尽力しようと決

心しました。

代表者 代表取締役社長　櫻井 重利

電話番号 090-7307-8555

住所 〒430-0856
静岡県浜松市中区中島2-29-5　リバティ中島壱番館301

ウェブサイト http://www.aonbarr.co.jp

マッチングニーズ 資金調達：ESG投資　インパクト投資
事業提携：軽金属・プラントメーカー、自動車・化学
メーカー、電力会社など

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ

血栓が関わる検査及び診断薬の製造・販売
　脳梗塞や心筋梗塞に代表される血栓症は、高齢化が進む現代社会で最も深刻な疾患の一つです。当社のミッションは、革新

的な血栓検査や治療技術で血栓にまつわる病気を克服し、血栓症で苦しむ方々のQOLを向上させること。代表の神窪は長年血

栓に関する研究を続け、米国Scripps研究所在籍中に新たな血液凝固メカニズム（Blood.130:1661, 2017）を発見。これ

を基に高感度の微量トロンビン形成試験（Smart Analysis of Thrombin Production: SMAT）を発明しました。

　現在、２種類の研究用検査試薬キットの商品化を進めています。これまでの検査では困難だった血栓を惹起する可能性を早期

に判断することができ、抗血栓薬の創薬研究などにも応用できると考えています。今後、SMAT検査試薬のパイプライン化やカ

スタムオーダーでの試薬提供サービスに拡げていく予定です。

　血栓症の検査や治療の領域は、高齢化社会の進展と共に益々必要とされる市場です。当社はその最前線に位置しています。

先端的な血栓形成のメカニズムに関する造詣が深く、血栓止血に関する最先端の知識や情報、更にモノ作りの高い技術力を有し

ているのが強みです。試薬供給の会社にとどまらず、研究者と共に血栓症治療の最前線に立ち向かい、国内外の血栓止血学の

専門家として、グラウンドブレイキングの医療技術を創り出すことを目指しています。

代表取締役社長
神窪 勇一

　薬学博士。1984年鹿児島大学理学研究科生物化学修士課程終了後、（財）化学及血清

療法研究所入所。血液由来の治療剤や検査・診断薬の研究開発に携わります。2003年に

Scripps研究所（米国）へ転職し、血栓形成に関する基礎研究に従事。2018年からは

MERU VasImmune社（米国）と兼職。2019年帰国後、弊社を設立、代表取締役社長

に就任、現在に至ります。当社の事業が血栓の病気で苦しむ患者様の一助になればと願って

います。

代表者 代表取締役社長　神窪 勇一

電話番号 080-6453-3217

住所 〒860-0812
熊本県熊本市中央区南熊本3-14-3
くまもと大学連携インキュベータ303号室

ウェブサイト https://t-trl.com

マッチングニーズ 販路開拓：研究用SMAT検査試薬

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社ソラハル

小規模企業や個人セラピストのための「ソラハルClientFirst」
　カウンセリングをはじめとする相談支援業務は属人性が強くなりがちで、標準が遅れています。そこで、学生支援業務のリデ

ザインや組織化・標準化を図ることで退学率を半分近く減らせた前職での経験から、SNS・チャットを利用したオンラインカウン

セリングが対人援助の新たなインターフェイスとしての将来性や有効性を所持していると確信。そこで、独立開業した心理カウン

セラーやビジネスメンター、キャリアコンサルタント等を対象に、クライアントの継続的なサポートや業務効率改善を実現する

SaaS型プラットフォーム「ソラハル」を開発しています。

　適切な仕組みやワークフローを提供し、業務のムリ・ムダ・ムラを省いて支援職の負担を軽減するとともに、データを活用した

支援職のサポートや支援スキルの民主化に貢献したいと考えています。

　前職で学生支援業務に携わり、アナログな業務の非効率さからくる限界を感じていました。そこで、現場の心理支援職の不安

や負担を軽減することを通じて、誰もがケアとサポートに繋がるウェルネスフルな社会を実現したいと考えています。

　ユーザー層は個人のカウンセラーだけでなく、教育機関や行政への事業展開も見据えてプロダクトを開発しています。

代表取締役
北村 健

　東京大学公共政策大学院法政策コース修了（MPP：公共政策学修士）後、専門商社勤

務を経て、大学、大学院、専門学校等を複数所有する学校法人に奉職。広報、地域連携

担当を務めたのち、学生厚生補導やキャリア支援業務に従事する。学生カルテの整備やカウ

ンセリングルームの設置に取り組み、高止まりしていた退学率を半減させることに成功。そ

の経験をもとに対人支援の標準化・脱属人化を目指して2020年にソラハルを設立しました。

　国家資格キャリアコンサルタント、一般社団法人ACCN 会員の肩書を持っています。

代表者 代表取締役　北村 健

電話番号 070-1322-7651

住所 〒600-8813
京都府京都市下京区中堂寺南町134
京都リサーチパーク内 ASTEMビル8階

ウェブサイト https://soraharu.co.jp/

マッチングニーズ 資金調達：SDGsに関心のあるVC、CVC様
事業提携：教育関連分野の事業者様

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社調和技研

AIの力で高度難易度な課題解決を目指す
　当社のミッションは、「研究を実用化して社会に役立てる」こと。最先端・学術研究レベルのAIを利用し、お客様が抱える課

題の解決や新規サービスの創出に貢献することを目標に主な３つの事業に取り組んでいます。

　「AI研究開発事業」では、AIの導入を検討しているクライアントにコンサルティングを行い、AIの活用領域や実現性を見極め

る導入プランを提案。クライアントの課題解決に必要となる技術調査や、PoC（概念実証）を実施し、PoCの結果に基づいて、

システム実装や運用、AIの再学習、チューニングまでをワンストップでサポートします。

　「知財・ライセンス事業」では、多種多様な課題にあわせたライブラリやAIエンジンをカスタマイズして提供します。クライア

ントが自社の業務にAIを導入したり、新たなサービスを開発する際に専門的な技術指導を行う「人材育成事業」では、クライア

ントに不足するAI人材の育成の手伝いや、各種セミナーを実施しています。

　当社ホームページから、具体的な事例集をダウンロードしてご覧いただけます。

　2009年に設立された北大発認定ベンチャー企業です。AI研究で数多くの業績を持つ北海道大学調和系工学研究室の川村秀

憲教授や、公立はこだて未来大学の鈴木恵二教授（設立時は調和系工学研究室教授）をはじめとして、各地の大学と連携して

研究を行っています。設立以来、多くの大学のAI研究室と連携体制を組むことで、高度な専門性を持った研究開発能力が強み

です。お客様の課題解決に向け、日々、知的好奇心旺盛な社員による徹底した議論が行われています。

代表取締役
中村 拓哉

　Sapporo AI Lab事務局長。1986年慶応義塾大学商学部を卒業後、北海道拓殖銀行、

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社を経て2011年に調和技研に参加し、代表取締

役社長に就任。これまでに公益社団法人日本青年会議所「最先端技術が拓く未来フォーラ

ム」、NTTデータ経営研究所「田舎×最先端テクノロジーによる新たな地方創生モデル」、 

北海道経済産業局 ロボット関連ビジネス新規参入促進シンポジウム等、AIの業務導入や地

域活性化に関する講演を実施。最近では、企業経営者向けにDX化に伴うAI活用の課題や

事例についての講演・相談が急増しています。

代表者 代表取締役　中村 拓哉

電話番号 011-717-7017

住所 〒001-0021
北海道札幌市北区 北二十一条西１２丁目２
北大ビジネススプリング305号室

ウェブサイト https://www.chowagiken.co.jp/

マッチングニーズ 事業提携：産業機械等の製造開発メーカー、システム開発企業
販路開拓：日本、東アジア圏に販路を持つ企業

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社東京ダイヤモンド工具製作所

ダイヤモンド・CBN工具の製造販売
　当社の主な事業は、電子・半導体、自動車、精密機器、医療、土木建築などの業界を対象に、ダイヤモンドを使用した加工

工具を設計・製造し、加工プロセスに新たな価値を提供することです。1932年の創業以来、顧客や市場の高性能化と生産性

向上、新たな加工方法の創造など、常にイノベーションに挑戦してきました。

　研磨研削技術は、時代ごとに最先端の技術が求められるため、それに応えなければなりません。例えば、半導体製造の分野

ではコアプロセッサの高性能化に伴う細線化への対応、自動車のEV化、5G・6G通信のための高性能デバイスなどが挙げられ

ますが、高性能化は今後も続いて行くことでしょう。最高性能を追求し、貢献し続けることが我々の事業であり、ミッションです。

　「第６回　東京都中小企業ものづくり人材育成大賞知事賞」を受賞するなど、長年の加工ノウハウを人から人へ継承する仕組

みがあります。また、歴史に裏付けされた設計力があり、課題解決力を個々の顧客に対してカスタムして提供できることが当社

の強みです。その結果、1500社を超える顧客との信頼関係を築き、継続・成長させています。

取締役社長
濱田 洋右

　1988年に東洋大学を卒業後、大林道路株式会社を経て1990年当社へ入社。営業・製造・

開発・財務・システム・経営企画を経て2018年6月より現職。ダイヤモンドの硬さと摩擦

係数の低さの活用を考え、トライボロジー領域で複合メッキ、ダイヤモンドコート、固体潤滑

複合材料の可能性の追求するなど、これまでのダイヤモンド工具開発とは異なるチャレンジを

実施して来ました。昨今は、新たな技術革新のため、技術アライアンスを積極推進しています。

代表者 取締役社長　濱田 洋右

電話番号 03-3723-8111

住所 〒152-0031
東京都目黒区中根 2-3-5

ウェブサイト https://www.tokyodiamond.com/

マッチングニーズ 資金調達：リードインベスター（VC CVC）
事業提携：半導体装置メーカー、EV、5G、ガラス等

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社八代目儀兵衛

多様なプロデュースでお米の価値を高めたい
八代目儀兵衛

米業界を盛り上げるトータルプロデュースを行ってきました。

　昨今、日本人のお米離れが進み、子供は白ご飯を食べても「味がしない」と言ったり、日本の農業でも担い手を失いつつあ

ります。そんな状況に危機感をもち、なんとかお米の素晴らしさや、それを主とする日本人の食文化、食事スタイルの素晴らし

さをもう一度見直すきっかけを作っていきたいと考えています。また、他業種企業ともコラボレーションも多数実施し、お米の価

値を高める活動を行っています。

　先代より受け継がれた、お米を選び抜く才覚とお米のうまみをしっかりと残す精米技術により、数多くの美食家たちがそのうま

さを認めるお米の銘店です。最上級オリジナルブレンド米「翁霞」は、ミシュラン星付き料亭も御用達のお米。お米を色とりど

りの風呂敷に包んだお米のギフトは、ギフト大賞を受賞しました。

代表取締役社長
橋本 隆志

　先代より受け継がれたお米を選び抜く技と味覚を元に、産地や銘柄だけでお米を選ぶので

はなく、毎年自ら全国のお米を厳選吟味しています。その年その季節に合わせ、「美味しい」

と感じられるお米を提供し続けることを信条に事業を展開。近年では、お米にふれる新しい

機会の創出を目的に、異業種とのコラボレーションも積極的に取り組んだり、お米の価値を

高める事業を展開し、お米業界全体を盛り上げるお米プロデューサーとして活躍しています。

代表者 代表取締役社長　橋本 隆志

電話番号 075-201-5684

住所 〒600-8883
京都府京都市下京区西七条北衣田町10

ウェブサイト https://www.tokyodiamond.com/

マッチングニーズ 事業提携・販路開拓：お米との組み合わせで新しい
価値創造をできる会社

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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株式会社ブルー・スターR&D

超音波洗浄装置・超音波バリ取り洗浄装置の製造販売
　世界オンリーワンの超音波バリ取り洗浄装置メーカーです。「バリ」とは金属やプラスチック、セラミックス、ガラスなどの精

密加工や成型加工の過程で発生する残留物や付着物のこと。バリは製造過程で必ず発生するものですが、これまでは人の手に

よって除去されていました。

　そこで当社は、水の中に強力な超音波を照射して、直径10㎜のキャビティ（微小真空核群～エネルギーボール）を無数に作り、そ

の時に発生する衝撃力でバリを取り、同時に洗浄も行う超音波バリ取り洗浄装置を開発、現在、世界中に販売を続けています。『超

音波バリ取り洗浄装置』によってバリ取りを自動化することで、省力化を推進し、品質を安定させることも可能です。当社の製品は、主

に自動車業界で利用されおり、通信機器製造（パソコンやスマートフォンの精密部品）や、機械加工業界の精密機械加工・電子・

半導体・医療用部品（注射針や内視鏡、歯科医療関係）、配管部品製造業界（油圧機器、空圧機器部品）などにも利用されています。

　競合はなく、特許や数多くのノウハウの積み重ねによって、世界オンリーワンの技術が完成しました。最重要なコア部品のバリ

取り用超音波振動素子も日本で初めて内作に成功しており、トヨタはじめ、日本の大手企業だけでなく、国内外からの引き合い

も多くいただいています。2018年度には「文部科学大臣科学技術賞」を受賞。2021年はIPOを目指し、拡販を開始する予

定です。

代表取締役
柴野 美雪

　2010年4月設立とともに代表となり、現在に至ります。当社の技術は、会長の柴野佳英

が培ってきた、超音波洗浄に関する40年のノウハウがベースとなっており、数々の技術関

連の大きな賞を受けてきました。近年は代理店と協力し、天津実験センター、東莞実験セン

ターを新設。3月から稼働を開始し、新型コロナウイルス対策が必要な中国の営業にも力を

入れています。世界市場を狙える製品だと自負し、製造販売に尽力しています。

代表者 代表取締役　柴野 美雪

電話番号 042-711-7721

住所 〒252-0241
神奈川県相模原市中央区横山台1-31-1

ウェブサイト http://www.blue-galaxy.co.jp

マッチングニーズ 資金調達：製造業に強いVC

強味・アピールポイント

代表プロフィール

事業概要
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2021年度第4期採択企業・目次

①株式会社SPACE WALKER
宇宙と地球の持続可能な社会の実現を目指しています

②株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション
IHリフロー技術で実装の世界にパラダイムシフトを起こす。

⑤株式会社toraru
リアル版メタバースGENCHI

④株式会社エーエスピー
未活用農産物の原料化プラットフォーム 

③株式会社フォーメック
不整脈治療の問題を一転させる心臓外科的低侵襲イノベーション

⑥3Gサポート株式会社
ハイブリットコインパーキングシステムの開発・運営と
トラック物流改善システム「AirDia」の開発・販売

⑦株式会社One Terrace
製造業・建設業・IT業界の理系に特化した外国人財の採用・教育・活用を
一気通貫で提供

⑧株式会社パルソラ
新しい革袋には新しい酒～スマホならではの物語を求めて～

P48

P47

P46

P49

P50

P51
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宇宙輸送事業…「宇宙が、みんなのものになる。」をスローガンに、「誰もが飛行機に乗るように自由に宇宙を行き来する未来

の実現」を目指し、持続可能な宇宙輸送手段を提供するため、有翼式再使用型サブオービタルスペースプレーン（ECO 

ROCKETⓇ）の研究開発を行っています。

複合材事業…ロケット開発における最大の課題である軽量化を実現するため、複合材高圧タンクの製造技術をもって燃料タンク

の軽量化に取組んでいます。また、宇宙分野だけでなく、水素社会への貢献も可能であり、陸・海・空・宙すべての領域で複合

材高圧タンクの利活用を目指し開発を進めています。

宇宙と地球の持続可能な社会の実現を目指しています

事業概要

当社を中心に、川崎重工業、IHI、IHIエアロスペース、東レ・カーボンマジック、アイネット、JAXA、東京理科大学等と協力

しオープンイノベーション体制を取り、オールジャパンで開発を進めています。また、複合材事業においては、次世代の複合

材高圧タンクにおける高い製造技術を有するチームが揃っています。

強味・アピールポイント

代表取締役CEO / 公認会計士

出身 : 北海道釧路市

学歴 : 慶応義塾大学　経済学部

経歴 : 株式会社ミロク情報サービス、有限責任監査法人トーマツ・トータルサービス部門、まほろ

綜合会計

職歴 : 法定監査、任意監査、IPO・M&A支援、財務DD、経営コンサルティング、税務会計顧問、

法人税等税務申告等 代表取締役CEO
眞鍋 顕秀

代表プロフィール

株式会社SPACE WALKER

代表者 代表取締役CEO 眞鍋 顕秀

ウェブサイト https://www.space-walker.co.jp/

住所
東京都港区新橋3-16-12 3F
〒105-0004

マッチングニーズ
出向制度などでスタートアップ企業での現場経験による社員教育を考えていらっしゃる企業様、宇宙関連イベント

等でのタイアップ・協賛などを通じてPRやリクルーティングに生かしたい企業様、ロケット開発等の新規開発に

一緒に参加してくださる企業様

協　業・
共同開発

：

2025年6月期のIPOを実現させるため、ⅰ宇宙輸送事業においては実証機の打ち上げを通じての主要な実証の完

了、ⅱ複合材事業においては複合材の軽量化タンクの量産化を目指します。

現在はⅰ宇宙輸送事業においては実証機の開発費用、ⅱ複合材事業においては複合材タンクの量産化前に必要な高

圧ガス保安協会の試験費用に充てるために資金を調達中であります。

資金調達：
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弊社のIH（電磁誘導）リフロー装置ではんだ実装や樹脂接合材料の加熱硬化を行う事で、今まで使えなかった紙、布、PET等の

低耐熱基材、ガラスやセラミック、金属等の高放熱の基板でも、そこに金属さえあれば瞬時に、非接触ではんだ付けを実現しま

す。お客様とは設計自由度が高く、高付加価値な製品を世に出していくパートナーとしてお話させて頂ければ幸いです。

IHリフロー技術で実装の世界にパラダイムシフトを起こす。

事業概要

今、お客様の初期投資や、技術習得に費やす時間を最小限にIHリフロー技術で量産適用ができる『3社コラボレーションで実

現するIH-EMS』を提案しています。

インキ大手サカタインクス㈱の印刷配線材料で基板上に回路を構成、日本最大のEMSシークス㈱の量産・生産実績、ネットワ

ークを活用しOne Stop Soluionで『ものづくり』を実現します。

強味・アピールポイント

代表取締役CEO
福田光樹

　成蹊大学工学部電気工学科卒業、日製産業株式会社（現：日立ハイテクノロジーズ）にて半

導体事業に従事、韓国、米国への海外駐在を経て、2013年にWFCを創業。代表取締役社長

に就任。専門分野は半導体（特に非メモリ、パワー半導体）、液晶、機能性材料。

代表プロフィール

株式会社ワンダーフューチャーコーポレーション

代表者 代表取締役CEO 福田光樹

ウェブサイト https://www.wonderf-c.com/

住所
東京都千代田区神田須田町1-21-5 C-5ビル 9階B
〒101-0041

マッチングニーズ
IHリフロー技術を活用して、プリンテット・フレキシブルエレクトロニクスの社会実装を実現するパートナーを

求めています。また、半導体後工程分野（ダイボンディング）へのIHリフローの適用を実現するパートナーを求

めます。

協　業・
共同開発

：

シリーズB調達資金使途として、現製品の分野適用、将来的な自社EMS事業確立（含むパートナー活用）、引き合

い数増加対応のための体制作り、高周波電源自社開発等のための資金ニーズを想定しています。

資金調達：
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　心房細動は高齢期に増える難治性の病で、国内有病者数は100万人を超えて増え続けている。心房内での異常な電気刺激により心臓の拍動リ

ズムが乱されてポンプ機能が損なわれ、動悸や息切れ症状から心不全へと悪化する。この病で最も警戒すべきは心房の細動により、血液の流れ

が滞り、血栓と成って脳へと至り脳梗塞を引き起こすこと。この脳梗塞は突然に大きなものと成り易く、別名ノックアウト型脳梗塞（心原生脳

梗塞症）と呼ばれるほど中梗塞から介護や致死性の大梗塞で発症する。年5～8%に発症し、１年後の社会復帰率は約50％程と成る大変深刻な

病です。現行法では投薬・カテーテルアブレーション治療・外科メイズ手術の３種があるが、高い再発率・終生続く脳梗塞への不安環境・手術

では強い侵襲度等において、患者のQOLは満足できる状態に成っていない。この開発技術は、心臓外科において胸腔鏡を使い、心拍動下で心臓

の外側から赤外線を効果的に照射して心房細動を根治し、ノックアウト型脳梗塞への発生場所を恒久的に封鎖する一挙完結型の無血的な手術法

を提供する。この実現には開発器械のもつ機能的な特徴が必要で、これに匹敵する他のデバイスは国際的にみて未だ存在しない。

不整脈治療の問題を一転させる心臓外科的低侵襲イノベーション
事業概要

・少数ながら当社には、治療用先端医療機器の販売事業経験や、第１種総括製造販売責任経験者や、高度管理医療器械の電気設計責任者や、

多数の国外先進医療器械の薬事業務経験者などといった、医療事業の構成に必須と成るコア的な実務者が揃っている。

・市場対象とする心臓外科において、全国のKOR（キーオピニオンリーダー）によるグループが出来ており、国内及び国外学会での技術拡散

／他者への技術的指導／薬事関係業務協力（先進医療・治験等）／関連施設への販売協力等の事業展開上の主要要素が出来上がっている。

強味・アピールポイント

1979～ 中央大学（精密機械工学科）卒業後、外資系医療機器企業American Hospital Supply/Japan

にて手術用医療器械開発に従事。

1986～ （有）フォトン設立　自身の特許を用いたレーザー治療の専門的医療機器設計開発を行う。

2016 杏林大学心臓外科と手術器械開発に関する共同事業契約を結ぶ。

2017 埼玉県先端産業課と杏林大学との産官学連携事業をスタートし、心臓外科用手術器械開発の責任者

となる。

2020年7月～ （株）フォーメックに社名及び組織変更。開発した心臓外科手術装置の上市化を推進中。 代表取締役社長
星野 雅彦

代表プロフィール

株式会社フォーメック

代表者 代表取締役社長 星野 雅彦

ウェブサイト http://www.phomec.info/

住所
埼玉県さいたま市南区別所4-1-30
ランドビル別所3F

〒336-0021

マッチングニーズ
この器械は心臓外科適応での手術器械です。心臓外科での新規事業展開や、新たに医療参入をお考えの事業者様との協業を希望

します。（医療参入の難しさの理由となる専門の人的要件は、例えば、先進医療器械の薬事対応を含め、供給体制から販売体制

までの医療器械のコア的な知見をもつメンバーが揃っています）

協　業・
共同開発

：

国内の医療器械承認計画を今回と３年後の２回に分けて計画している。資金はこの２回に必要。初回の調達で、１年間を使い手

術器械承認を得て、医療機械販売の環境（国内販売・海外販売・先進医療）を備える。この段階で国際規格に準拠した機械の供

給体制が出来上がるため、多様な方向へ積極的な事業がスタートできる。３年後の２次承認で治験を実施して、不整脈の専用治

療器として医療承認及び保険償還を得て、保険診療下で安定的な事業展開が行われる。

資金調達：



47

　未活用になっている農産物を粉末・原料化するプラットフォーム事業です。

　日本には京都のおばんざいのように無駄なく使い切る食文化が根付いています。これを継承しながら、「見映えと機能性」を

生かした新しい食材として普及し、食料自給率を上げるだけでなく、日本を代表するSDGｓフードとして世界へ発信し、規格

外品やフードロスという言葉の無い社会を作ります。食品会社や店舗、流通過程などで食品の端材が未活用のまま、大量の産業

廃棄物になっています。

また、畑や植物工場では、フードロスにカウントされず、規格外品や豊作で価格調整のために畑で廃棄されています。これらを

粉末化し、新たな価値を持った色々な商品を作ることができます。

　粉末化により外観に関係なく製品化できるだけでなく、皮や種も利用でき、常温で長期保管でき、粉末化によりコンパクトに

なり、保管・配送コストを抑えます。その結果、トータルコストを最適化します。

未活用農産物の原料化プラットフォーム

事業概要

　仕入先から供給先までのバリューチェーンの中で原料の価値を再定義できる情報の蓄積に加え、加工設備メーカーを含め、加工

拠点のネットワーク化、加工前の保存性を高める加工ノウハウが強みです。

　7月から経産省の補助金事業にも採択され、京都市、神戸市など6市町村での取り組み、静岡県の助成金事業でも進めています。

強味・アピールポイント

　大阪府立大学農学部にてポストハーベストの加工や保存を専攻。理研ビタミン㈱の新商品開

発をする中、原料開発やプラント開発に従事。コンサルティング会社にて新規事業のコンサル

ティングと自治体の産業振興に従事しながら、様々な業界のオープンイノベーションマッチン

グに関わる。生産者の収益アップのための販路開拓マッチングを通じて全国各地の生産者とつ

ながりができ、農作物の流通課題からプラットフォーム事業を起業。

代表取締役
林 直樹

代表プロフィール

株式会社エーエスピー

代表者 代表取締役 林 直樹

ウェブサイト https://www.agrisp.jp/

住所
大阪府吹田市岸部南1丁目24番23-405
〒564-0011

マッチングニーズ
乾燥・粉砕、化粧品原料などの製造プロセスや加工設備を持っているメーカー、BtoBtoCの座組として粉末原料

を用いた商品の量産プロセスを持っている食品会社、化粧品会社との連携を希望します。

協　業・
共同開発

：

SDGｓ、グリーンボンドなどソーシャルインパクトに高い関心をお持ちのVC、あるいは事業会社を中心に、

2022年５月頃の資金調達を希望します。

資金調達：
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　GENCHIは、非常に実用的なメタバースサービスです。通常のメタバースではバーチャル世界に入っていくのですが、弊社で

は依頼者とワーカーとそのスマートフォンをマッチングさせることで現実の世界に入っていきます。現実に現地に行くことなく

希望する場所に出現して目的を達成できます。そのことからリアル版のメタバースとしており、現地の働き手は依頼者の依頼に

従い、指定の場所に移動し、必要に応じて、持っているスマートフォンを活用して視覚代わりの映像・聴覚代わりの音声で同期

しながらミッションに対し、物理的に体を貸して支援します。このリアル版メタバースサービスは、通常のメタバースのような

３Dで実現するより圧倒的なリアル感とコンテンツがあるので楽しく参加でき、その世界の中で決済して商品を買うことができ

たり、言語を介さずに意図を伝えることができたり、物理的に入れないところに入れたりするという、どこにいてもどこにでも

行ける目的を達成できる革新的なサービスです。

リアル版メタバースGENCHI

事業概要

テレイグジスタンス・ビデオコミュニケーション関連特許を複数保有。

特許第6644288号：体験共有システム（GENCHI基盤）、特許第6733979号：手続共有システム（遠隔決済）、特許第

6886749

号：言語を超える指示機能、特許第6890868号：通信の質の可視化、特願2021-145716：ブラウザビデオコミュニケー

ション

強味・アピールポイント

　ビジネスの開始は高校2年生。帝塚山大学（教養学部日本史専攻）卒。就職活動時に売込む

営業力があることに気付き、新しい能力を求めてIT企業へ。IT業界で10年、企画から開発能

力を得る。独立後、1人メーカを経験。顧客目線の「使える」レベルで、問題解決を行ってき

た。大手商業施設にも導入実績有。ロボット提案等も行う。「行けない」解決を実現するため

にtoraruを設立。

代表取締役
西口 潤

代表プロフィール

株式会社toraru

代表者 代表取締役 西口 潤

ウェブサイト https://toraru.co.jp

住所
兵庫県神戸市中央区浪花町５６　ＫＩＰ内
〒650-8660

マッチングニーズ
内・海外などにいる遠方地にいるワーカーに代わりに動いてもらうことで、新規事業が加速する企業との協業を
希望。
例：日本全国の安価な動画作成サービス（働き手が現地で取材・撮影）、世界コロナ新聞（世界にいる働き手が
コロナ禍をリポート）

協　業・
共同開発

：

現在：2350万円。将来的に1億円程度の調達を希望。資金調達：
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　コインパーキング事業に関わってわかった業界課題の課題を解決する策として、自社開発のIoTセンシング技術で、月極とコ

インパーキングが両立できる新たなハイブリットシステムを構築。運営費用の負担を抑えながらエンドユーザにも収益分配がで

きるハイブリッド式コインパーキング運営の仕組みを実現。コロナであぶり出されたレガシービジネスの課題を解決するこのシ

ステムで自らコインパーキング運営事業者にピボットします。

　物流改善システム「AirDia」は2024年問題（物流の働き方改革）による荷主の調達物流課題を解決するため、スマホとビー

コンの独自制御技術による物流の無駄の可視化を安価・手軽に提供します。また、スマホのながら運転を見守る機能やIoTで取

得したデータとAI処理によりダイアの最適化をワンクリックで行います。すでに大手自動車部品メーカーや物流会社に採用され

ており、さらなるサービスアップで交通事故ゼロの物流改善を目指します。

ハイブリットコインパーキングシステムの開発・運営と
トラック物流改善システム「AirDia」の開発・販売

事業概要

F/Aセンシングと信号解析で既存設備を制御する独自技術と故障解析技術で無人サービス事業者の悩みである機器トラブルに

強く、自社開発の精算機は屋外200箇所以上で不良発生率は1％以下。専用機器を使わないので設備設計にこだわっているの

で長期保守が可能。企画立案から事業化まで技術・営業のワンチームで行い、創業3年目で年商2億円を実現。

強味・アピールポイント

　学生時代はプロレスラーを目指し、高校卒業後はアメリカに留学。そこで知り合った弁護士

の卵に感化され帰国。中央大学法学部入学後、バイクレーサーを目指しスポンサー探しを行い

自分が営業に向いているということを認識。卒業後はアイシン・エィ・ダブリュ（元アイシン

）に入社、営業、原価管理、プロジェクト推進部を16年努めた後、独立を視野に1年帝国デ

ータバンクで経営を勉強。2017年7月に起業し現在に至る。

代表取締役
田中 史和

代表プロフィール

3Gサポート株式会社

代表者 代表取締役 田中 史和

ウェブサイト https://3gs.work

住所
愛知県安城市日の出町8-4 ボンヌモード2階
〒446-0033

マッチングニーズ
新たにコインパーキング事業やコインランドリーなど無人サービスの開始をご検討の企業様と新機種の共同開発、ま

た物流業界へのアプローチをお考えの事業者様と弊社システムを利用したサービスアップの共同開発を希望します。

協　業・
共同開発

：

コインパーキング運営企業・不動産関係企業、物流関係企業（製造業、小売、卸業、物流）などで新事業創出にご

興味のあるVC並びに事業者様を中心に2022年10月頃の資金調達を希望します。

資金調達：



50

　ベトナム、ミャンマー、インドなど海外に拠点をもち、日本語教育の育成を現地のトップ人財に行い、日本全国の地方銀行、

信用金庫ともアライアンスを組みながら、年間50社以上の地方の中小製造業、建設業に優秀な技術者紹介を行っております。

特に、会話を重視したオンライン日本語教育を提供することで、日本語会話能力の可視化や最適な教育を行っております。また

定着の支援に関しては、活躍のための研修のみならず、外国人を受け入れる上司向けの研修など、組織のコンサルティングにま

で関与しております。

強味・アピールポイント

　2016年創業以来、製造業・建設業・IT業界など、日本における理系技術者不足に関して、高度な技術をもつ海外人財を海外

から直接日本企業に紹介する事業を行ってきました。その中で、単に優秀な人財を紹介するだけでなく、日本の会社組織に適合

し、活躍できるようにする為に、日本語教育や研修などのサービス提供を行ってきております。良い人財を入社しても退職され

ることや育成に時間がかかり過ぎると、採用が進まなくなります。言葉の壁、文化の壁、そして技術の壁を超えて、最短で活躍

できる人財にまで育成できるように採用・育成手法から企業に寄り添い、また当社自身も人財育成に入ることで、サービス提供

を行っております。今後はより経営者の悩みを解決し、世界中のタレントのリソースを活用してイノベーションを起こし続けら

れるようにしていきます。

製造業・建設業・IT業界の理系に特化した外国人財の採用・教育・活用を一気通貫で提供

事業概要

　2011年に大阪府立大学（工学部マテリアル工学科）卒。新卒で帝人フロンティアに入社。

機能性繊維をアジア、アメリカ、ヨーロッパに販売する海外営業を行い、その後アビームコン

サルティングに転職。経営統合支援、基幹システム導入支援、業務改善支援など2年半で9社

の支援を行う。最後マレーシアでの常駐プロジェクトの期間の中で、ベトナムやインドネシア

などをプライベートで訪問し、ベトナムで日本就職の熱が高く、同時に、ブローカーに悩まさ

れている現状を知り、2016年ベトナムで創業。その後、2017年4月に日本で株式会社One 

Terraceを設立。現在は、製造業、建設業向けの技術エンジニア紹介だけでなく、オンライン

での日本語教育システムの提供、定着支援など、外国人が日本で活躍するために必要な支援を

一気通貫で実施している。

代表取締役
石中 達也

代表プロフィール

株式会社One Terrace

代表者 代表取締役 石中 達也

ウェブサイト https://oneterrace.jp

住所
東京都千代田区岩本町1-9-2
BizSQUARE 神田3F

〒101-0032

マッチングニーズ
多文化共生や外国人領域での日本語教育、定着や、技術者の育成などに興味のある企業様との協業協　業・

共同開発
：

グローバルなクラウドソーシングサービスに知見をお持ちのVC、あるいは事業会社を中心に、

2022年7月頃の資金調達を希望します。

資金調達：
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多くのコンテンツがスマホを通じて消費されています。プリントメディアが生み出した小説やマンガもスマホで読まれます。

「スマホで読まれるのなら、作られ方も“スマホの特性を生かした”ものでなくてはならない」というのが、私たちの出発点

です。当社はスマホに最適化した物語を作る会社です。

　舞台は演劇を、ラジオは放送劇を、映像は映画を、テレビはテレビドラマを生みました。そして、印刷はマンガや小説を生

みました。メディアはメディアの特性に応じた物語の”スタイル”を生み出します。しかし、未だスマホならではの物語は創

出されていません。スマホはスマホならではの物語をいずれ見つけ出すことになるでしょう。クリエイター同士がサイト上で

コラボでき、送り手と受け手が互いに交流し、世界で同時にサクサク読める、などなど、かつてなかった物語の作り方・読ま

れ方が現れる、と私たちは確信してプラットフォームの開発を進めています。

新しい革袋には新しい酒～スマホならではの物語を求めて～

事業概要

・小説や漫画の創作を得意とし、新人の育成に長けています。自社保有の作品は200タイトルを越えます。

・電子書店には自力でコンテンツを直接卸すことができます。

・豊富な作家人脈を有しています。中でも著名漫画家や劇作家へのアクセスには定評があり、大手広告代理店からも広告制作

の依頼を数多く受けています。

強味・アピールポイント

　1970年、（株）小学館入社。竹宮惠子、萩尾望都らのデビューに立ち会う。「週刊少年サ

ンデー」編集部にて新人コミック大賞を創設。高橋留美子、島本和彦らを発掘。「うる星やつ

ら」をプロデュース、「プロゴルファー猿」「まことちゃん」の初代担当者として連載。のち

マーケティング局担当役員となり、日本初のコンビニ専売の廉価版コミックシリーズを創刊。

（株）小学館クリエイティブ社長を兼務。（株）ヒーローズを設立。2015年、（株）パルソ

ラを設立。

代表取締役
三宅 克

代表プロフィール

株式会社パルソラ

代表者 代表取締役 三宅 克

ウェブサイト https://www.parsola.com/

住所
東京都千代田区神田神保町2-13
神保町藤和ビル6階

〒101-0051

マッチングニーズ
①漫画や小説をベースにしてコンテンツを開発したい事業会社や、②「クリエイター同士をサイト上で結びつける」

という弊社のマッチングシステム「kakuzoo」に可能性を感じるプラットフォーマー。
協　業・
共同開発

：

書き手（原作者）と描き手（漫画家）をマッチングする業界初のプラットホーム「kakuzoo」をリリースしました。

マンガが自動生成される仕組みです。マーケティング費用と開発費として、5千万～1億を希望。

資金調達：
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2021年度第5期採択企業・目次

①株式会社アーキロイド
誰もが楽しめる住宅設計サービスarchiroid.com

②株式会社エルシオ
人類の視力問題を解決する度数可変眼鏡
「Elcyo Glasses」～世界一の超高齢国からの挑戦～」

⑤HILO株式会社
光診断薬で分子標的薬薬効を治療前から１細胞レベルで可視化する

④BugsWell合同会社
食用昆虫の養殖システムの開発
昆虫由来の食品その他の開発・販売 

③株式会社シルクルネッサンス
カイコ無細胞タンパク質合成系を用いたタンパク質の製造

⑥株式会社フィッシュパス
オンライン遊漁券アプリ「フィッシュパス」の企画・開発・運営

⑦株式会社フレンドマイクローブ
高性能油脂分解微生物による油脂分解処理事業

⑧モビリティーエナジーサーキュレーション株式会社
温水を利用した車載型、定置型の超小型バイナリー発電の研究開発

⑨リードファーマ株式会社
核酸医薬ではこれまで手付かずであった疾患領域における創薬の展開
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一気通貫の住宅設計エンジンを開発しています。プラン入力から数秒で部材情報を3Dモデリング。図面や加工機用データ（加

工テスト済）、見積り用部材数量拾い表（工務店と見積り誤差検証を実施）などが出力できます。大変だったプランニング以

降の工程を自動化してコスト削減、設計の醍醐味とも言えるプランニングを何度も試行錯誤できます。

強味・アピールポイント

株式会社アーキロイド

代表取締役CEO
佐々木雅宏

代表者 代表取締役CEO　佐々木 雅宏

ウェブサイト 会社：https://archiroid.co.jp
サービス：https://archiroid.com/

住所
東京都港区浜松町1丁目21番4号 崇城大学会館 6F
〒105-0013　

archiroid.comは、ウェブ上で誰もが家づくりの楽しみを体験・共有できるクラウド型住宅設計プラットフォームです。ユーザ

ーは「メイク」と「VR」のアプリを使って住宅を設計します。「メイク」では、空間や開口の位置を簡単に入力でき、換気や

採光といった専門的な評価機能により、その都度問題箇所を指示します。「VR」では、実際の敷地を歩き回って、使用感を想

像できます。ユーザーはメイクとVRを行き来しながら試行錯誤を繰り返して住宅設計を経験します。設計案は公開でき、検索

比較も可能で、誰かの案をベースに編集することもできます。住宅設計をオープンにし、沢山の方に使って頂くことで、全体の

設計案の多様性が増し、利便性に貢献します。今後は設計した住宅を実際に購入可能にしていきます。ユーザーと工務店をマッ

チングし、事業者側からのマッチング料と、設計データ料を収益とします。その他にも、ゲームなど多用途のデータ販売、建材

・家具の広告費等の収益を検討中です。

誰もが楽しめる住宅設計サービスarchiroid.com

事業概要

マッチングニーズ
archiroid.comにのせるディテールを含めた内外装のアセットデザインを協働して作る建築士、設計者。
archiroid.comを介して出力された設計案を実現する工務店。

協　業・
共同開発

：

archiroid.comにのせるディテールを含めた内外装のアセットデザインを協働して作る建築士、設計者。
archiroid.comを介して出力された設計案を実現する工務店。

資金調達：

2014年3月 慶應義塾大学 環境情報学部卒業、2016年3月 同大学院 政策・メディア研究科

修士課程修了、同年6月に合同会社アーキロイドを設立、2020年に株式会社に組織変更。会

社設立以来、住宅の自動設計システム、ゼネコン・設計事務所へのコンサルティング、アート作

品の制作などに従事。その他に長岡造形大学、慶應義塾大学で非常勤講師を経験。

代表プロフィール
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株式会社エルシオ

代表取締役社長
李 蕣里

代表者 代表取締役社長　李 蕣里

ウェブサイト https://www.elcyo.com/

住所
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル
2F 267号

〒530-0001　

眼鏡に搭載可能な視力補正用度数可変レンズをコアテクノロジーとして、老眼者のための現在の眼鏡製品の不便、使いにくさ

を解消し、全面の視野で遠近を自由に切り替えることができる眼鏡を提供します。弊社は、人が眼鏡レンズを変えるのではな

く、眼鏡レンズが人に合わせて変わる世界の構築を目指します。日本を含む先進国では高齢化が非常に進んでおり、特に、国

内老眼者市場規模は、5420万人にも上り、うち、我々の初期ユーザーとなる加入度数の大きな歪みの強い遠近両用レンズを

使用する人は、685万人程度存在します。本製品は、老眼者に限らず、全世代の視力が不安定で様々な弊害に悩む方の視力

補正に最適な眼鏡であり、老眼、強度近視や弱視の抑制進行にも役立ちます。

本レンズはARやVR機能を持つスマートグラスにも搭載予定で、コンタクトレンズにも適合するものです。

人類の視力問題を解決する度数可変眼鏡「Elcyo Glasses」～世界一の超高齢国からの挑戦～

事業概要

強味・アピールポイント
従来にない広範な度数可変域を持つ大口径液晶レンズを、フレネル型の光学波面を形成する設計思想により超薄型・軽量、
かつ低消費電力にて実現しました。ウェアラブルデバイスに最適なレンズであり、度数可変眼鏡、スマートグラス、オート
フォーカスグラスに搭載し、ユーザーの視界環境の最適化が可能となります。

2017年に大阪大学大学院理学研究科博士後期課程修了後、工学研究科にて液晶レンズの研

究開発に取り組む。2014年に共同創業者の澁谷が開始した液晶レンズの事業化に、在学中

の2015年から着手。2019年に液晶レンズの大口径化に成功し、株式会社エルシオを創業。

2021年に、大学での研究開発を終え、眼鏡、ウェアラブル用途の液晶レンズ製品化を開始。

2023年の販売を目指す。

代表プロフィール

マッチングニーズ
液晶レンズを製造するメーカー、眼鏡メーカー、IoTウェアラブルデバイス製造メーカー等との連携を希望し
ます。

シードラウンドの調達として、度数可変眼鏡、オートフォーカスグラス事業に関心をお持ちのVC、あるいは
事業会社を中心に、2022年3月頃の資金調達を希望します。

協　業・
共同開発

：

資金調達：
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株式会社シルクルネッサンス

代表者 代表取締役　伊東　昌章

ウェブサイト https://www.silk-r.jp/

〒住所
沖縄県うるま市字州崎５番８
沖縄ライフサイエンス研究センター116号

904-2234　

【タンパク質製造事業、ワクチン原薬事業】

カイコ無細胞タンパク質合成系を活用することで、タンパク質製造およびワクチン原薬をはじめとする創薬研究の活性化を

図ります。カイコ無細胞タンパク質合成系とは、ひとことで言えば試験管の中で迅速にタンパク質をつくる技術です。"無細胞"

である故、細胞毒性のあるタンパク質合成が可能なため、医薬品研究においてニーズの高い膜タンパク質を含む疾患関連タ

ンパク質の合成に優位性があります。他にも、短時間(5時間)での合成、遺伝子組換え実験に非該当、カイコならではの高い

合成量(70μg/ml以上)といった特徴を有しており、カイコを用いた新たな産業としての「養蚕業の復興」を目指します。

【再生医療支援事業】

細胞増殖促進効果を有する新規高分子セリシンを活用し、高分子セリシンをシャーレにコートした細胞培養足場の製品化等、

再生医療研究に貢献します

カイコ無細胞タンパク質合成系を用いたタンパク質の製造

事業概要

代表取締役
伊東　昌章

京都工芸繊維大学大学院　工芸科学研究科　博士後期課程修了(1997年)。 レンゴー株式会

社での昆虫無細胞タンパク質合成系開発(2000-2004年)を経て、株式会社島津製作所ライ

フサイエンス研究所にて昆虫無細胞タンパク質合成系の実用化研究を主導(2004-2008年)。

沖縄工業高等専門学校にてカイコ無細胞タンパク質合成系の高度化・実用化研究に従事

(2008年-現在)。2018年1月に株式会社シルクルネッサンス設立　代表取締役(現任)。

代表プロフィール

・「令和3年度　沖縄感染症研究成果活用促進事業補助金」活用による、カイコ無細胞タンパク質合成系を用いたコロナ
　  ワクチン接種後の有効性を評価する抗体検査キットの共同研究・開発
・疾患関連タンパク質の試薬としての販売に向けた共同研究・開発
・清酒大手の大関株式会社へ、カイコ無細胞タンパク質合成系を用いたタンパク質受託発現サービスの実施許諾

強味・アピールポイント
【実績】

マッチングニーズ
創薬の過程でタンパク質を必要とする製薬メーカー・研究機関、タンパク質アレイによるスクリーニングや検
査事業を展開するメーカー・研究機関との連携を希望します。

カイコ無細胞タンパク質合成系という独自技術を用いたタンパク質製造および、ワクチン原薬をはじめとする
創薬研究に関心をお持ちのVC、あるいは事業会社を中心に、2022年8月までの資金調達を希望します。

協　業・
共同開発

：

資金調達：
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弊社は、人口増加に伴う食料危機の救世主として注目される昆虫食の流通・普及を目指すベンチャー企業です。環境負荷が少

なく、栄養価の高いコオロギの生産と流通を通じた地方創生・農福連携を目指しています。弊社が扱う純国産食用コオロギ

の養殖では、全国の障がい者福祉施設や農家との間でコオロギ養殖に関する提携を結び、「生産委託」と「全量買取り」を保

証することで、事業所（者）の安定した収益獲得と代替たんぱく質としてのコオロギ供給を実現しています。昆虫食を中心に

した新しい地域活性化を進めています。

食用昆虫の養殖システムの開発　　昆虫由来の食品その他の開発・販売 

BugsWell合同会社

代表者 代表社員　津本 真砂幸

ウェブサイト https://www.bugswell.com/

〒住所
長崎県西海市西彼町亀浦郷1243
851-3303　

事業概要

出荷前のコオロギに対する独自の加工殺菌工程を経ることにより、風味豊かで安心安全な「無菌コオロギ」の生産を進めて

います。現在、本工程に関する特許及び商標権取得を準備中です。牛肉と同様に昆虫食においても等級制の時代がやってく

ることを想定し、弊社ではA5ランクの食用コオロギを生産し業界内プレゼンスを確立します。

強味・アピールポイント

代表社員
津本 真砂幸

津本代表は、30年以上のキャリアを持ったフレンチシェフ。福岡、宮崎、東京、大阪のホテル・

レストランで腕を磨き、料理長・店舗アドバイザーを経て、台湾、フランスシャンパーニュ地方

での研修やソムリエの田崎真也氏の秘書などを経験。2015年に西海市に帰郷し独立した後

は食材のオゾン殺菌を活用した食の六次化をテクノロジーとエコロジーを柱に考えて活動をし

ている。

代表プロフィール

マッチングニーズ
昆虫食開発、特に食用コオロギの開発と安定生産体制を築くにあたって、生命科学、昆虫科学、食品科学、情
報科学および材料工学などの学術分野を跨いだ相補的・相乗的な共同研究開発と異分野融合を図りたい。

アーリーラウンドの調達として、フードテックや代替タンパク質市場に関心をお持ちの投資家あるいは事業会
社を中心に、2022年3月頃の資金調達を希望します。

協　業・
共同開発

：

資金調達：
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事業概要

慢性骨髄性白血病（CML）は我が国で最も患者数の多い白血病である。標準治療には分子標的薬であるチロシンキナーゼ阻

害剤（TKI）が用いられており、5種類以上が薬事承認を受けている。しかし、患者により効果や副作用が異なり、薬代は年間

300万円近くかかるなど、治療を受ける患者にとって肉体的・経済的に余分な負担を強いられる場合が少なくない。

そこで我々は、治療開始前から各種TKIの感受性を患者ごとに測定できる「光診断薬Pickles」を開発した。これを用いた薬

効判定サービスを担当医師や患者に提供し、患者ごとに最適なTKIで治療を行えるよう活用いただく。最終的に治療成績の向

上や副作用の低減が見込めるほか、休薬の可能性についても判断できるようになる。また、患者由来の生きた細胞１細胞レベ

ルで薬剤感受性を判定できるので、薬の効かない細胞のキャラクタライズや治験の加速など、創薬への貢献も期待できる。

光診断薬で分子標的薬薬効を治療前から１細胞レベルで可視化する 

HILO株式会社

代表者 代表取締役　天野 麻穂

ウェブサイト https://www.horizonillumination.co.jp/

〒住所
北海道札幌市北区北二十一条西２丁目２
001-0021　

治療開始前から患者の生きた細胞１細胞レベルで分子標的薬の効果を可視化できる技術は光診断薬のみである。臨床研究に

おいて100症例以上の実績があり、主要な成果は特許化（２件、北海道大学より譲渡）、論文化されている。また、NEDO 

TCP 2020最優秀賞、NEDO NEP typeB採択等の実績がある。

強味・アピールポイント

2000年東京大学大学院修了、博士（農学）。UCLA博士研究員、昭和女子大学専任講師、北

海道大学特任助教を経て、北海道大学URA。大学本部の戦略策定や研究シーズの社会実装に

従事する中で光診断薬の存在を知り、起業を決意。2019年から北海道大学大学院医学研究

院講師。北海道大学で正規教員の社長兼業第１号となった。経営等の基礎知識を放送大学や

VCのプログラム等で勉強中。この会社を大切に育てたい。

代表取締役
天野 麻穂

代表プロフィール

マッチングニーズ
臨床検査会社、製薬企業、創薬系企業との協業・共同開発を希望いたします。

シリーズAとして2022年度中に7000万円～9000万円の調達を希望いたします。NEDO認定VCさんと一緒
に、NEDO STS事業に応募できましたら幸いです。

協　業・
共同開発

：

資金調達：
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株式会社フィッシュパス

代表者 代表取締役社長　西村 成弘

ウェブサイト https://www.fishpass.jp/

住所 〒
福井県坂井市丸岡町熊堂３－７－１－１６
910-0296　

事業概要

今、地域の川は長年管理してきた内水面漁業協同組合が、担い手不足と経営悪化によって年々解散しています。多くの川が放

置される危機にあって、これまで現地の商店でしか購入できなかった遊漁券を、24時間どこでも購入可能にしたのがフィッシ

ュパスのアプリです。

フィッシュパスは、子供の頃、祖父とヤマメ・イワナ釣りを楽しんだ故郷の川が荒れ果てている現状を目のあたりにしたことが

きっかけとなります。故郷の川をなんとかしたいという想いから、2017年3月にフィッシュパスが始まり、全国150の内水面

漁業協同組合と提携することに至りました（2021年12月時点）。また、川釣りの定番アプリとして、10万人超のユーザーを獲

得しています。そこから派生して、地域の観光、防災と海釣り公園のDX化を行なっております。フィッシュパスは、“あの川の未

来を創ろう”を理念に、より一層、川を囲んで釣り人と漁協、地域社会がつながる仕組みを提供していきます。

オンライン遊漁券アプリ「フィッシュパス」の企画・開発・運営

川への最初の入り口である漁協と提携することによって、川市場全体に事業が展開できるようになりました。現在、全国

150の内水面漁業協同組合とアプリユーザー10万人を獲得しております。これらを成長ドライバーとして、川と地域での

優位性、実現性と収益性ある事業展開ができるようになっています。

強味・アピールポイント

マッチングニーズ
川を起点にした新規事業として、ドローンを活用した事業を計画準備しております。事業準備にあたり、国内
ドローンメーカーとの協業し、事業実現を加速させたいと考えております。

2025年にIPOを計画しております。実現にあたり、システム開発費と専門性の高い人材を必要としており、
そのための資金とハンズオンを期待しております。

協　業・
共同開発

：

資金調達：

1975年福井県坂井市生まれ。2000年関西大学文学部卒業、日東電工(株)入社。2004年に

独立し、有限会社オンフードを設立。2016年に株式会社オクター（2017年（株）フィッシュ

パスに改称）を設立。2021年3月、福井県立大学大学院経済・経営学研究科修了。

代表取締役社長
西村 成弘

代表プロフィール
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事業概要

名古屋大学での国家プロジェクト（A-STEP起業タイプ）により発見された高効率に油脂を分解する独自の微生物製剤を活

用し、油脂に関する問題を解消する技術・システムを提供しています。従来にない圧倒的な油脂分解能力を誇る微生物製剤と

排水処理法をシーズとし、食品工場や油脂工場の排水処理の前処理工程である加圧浮上分離法を代替する技術をメインで提

供しています。

食文化の変化に伴い顕在化しつつある油脂トラブルに対する効果的なソリューションであり、排水処理のみならず、固形廃棄

物についても適用が可能です。油脂の消滅により、悪臭発生源の消滅や、産業廃棄物の削減が見込まれます。油脂由来の廃棄

物削減することでSDGsに寄与し、またコストの低減も同時に図ることができます。

高性能油脂分解微生物による油脂分解処理事業

株式会社フレンドマイクローブ

代表者 代表取締役　蟹江 純一

ウェブサイト https://friendmicrobe.co.jp/

住所
愛知県名古屋市千種区千種二丁目22番8号 
名古屋医工連携インキュベータ 104室

〒464-0858　

微生物自体の性能が違います。分解速度が圧倒的に速く（本製品：1.6g/L/h⇔既報最速値：0.2g/L/h）、高濃度油脂の処

理が可能（30 g/Lまでの実績）、すべての動植物油脂を分解可能です。なによりも研究開発力と人材育成力のある大学と

の連携が可能であり、常に技術のアップデートを図ることが可能です。

強味・アピールポイント

名古屋大学工学研究科博士後期課程に進み、計6年間微生物に関する研究活動を行い、その後、

当社に主任研究員として入社。主任研究員として新システムの開発および広報資料の作成、営業

活動を行いながら、日本のバイオベンチャーの草分け的存在である株式会社医学生物学研究所

を創業時代より経営者として率いて上場を果たした西田克彦前代表の元で経営を学び、代表に

就任。

代表取締役
蟹江 純一

代表プロフィール

マッチングニーズ
油脂を含む食品を扱っているメーカー、排水処理に関する商材を扱っている商社、排水処理関連の設備を管理
されているエンジニアリング会社との連携を希望します。

アーリーラウンドの調達として、環境分野に関心をお持ちのVC、あるいは事業会社を中心に、2022年5月頃
の資金調達を希望します。

協　業・
共同開発

：

資金調達：
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事業概要

100℃以下の温水を利用して発電する排熱利用発電（バイナリー発電）の超小型システムの研究開発、製造販売しています。

発電出力1kW、2kW、4kWを開発中で、少量の排温水で発電でき、空冷式のため初期費用、メンテナンス費用が安くて済む定
置型システムと世界初の車載型バイナリー発電システムです。トラックを走る発電所にして、他用途へ利用します。冷凍冷蔵車

では、エンジン冷却水で発電しリチウムイオン電池に蓄電するシステムとエンジンで駆動する機械式冷凍冷蔵機コンプレッサ

ーを後付けしたモーターで駆動するシステムを搭載する事で、15％程度の燃費改善と荷室温度の安定化を達成しています。車

載型については、特許申請中で、実証試験で得られた知見も随時、特許申請する計画です。　

温水を利用した車載型、定置型の超小型バイナリー発電の研究開発業

モビリティーエナジーサーキュレーション株式会社

代表者 代表取締役　前薗 真司

住所
神奈川県横浜市青葉区恩田町1020-4
〒227-0065　

ウェブサイト https://www.mobenecircu.com/

自動車業界で培った知見と経験を基に、空冷式バイナリー発電の研究開発、製造販売を行っています。現在は車載型の発電

効率と冷凍冷蔵車の燃費改善率を向上する実証試験中で、NEDOの（2020年度新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向

けた技術研究開発事業「フェーズC（実用化研究開発）」）に採択されています。

強味・アピールポイント

自動車用品関連企業で企画開発営業を担当後、自動車用品開発企業を設立し代表取締役就任。

後に自動車デザイン、先行開発を行う企業に入社し副社長として経営全般を担当。その企業から

発電関連事業を分離独立する形で起業致しました。

代表取締役
前薗 真司

代表プロフィール

マッチングニーズ
冷凍冷蔵トラックでの燃費改善率確認および、配送トラックでの発電能力の実証試験に協力いただける輸送関
連企業の連携を希望します。

アーリーラウンドの調達として、トラックにおけるCO²削減やトラックの回生エネルギーに関心をお持ちの
VC、あるいは事業会社を中心に、今年度中の資金調達を希望します。

協　業・
共同開発

：

資金調達：
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事業概要

核酸は、ポストゲノム時代である現在、理論的には標的にできない分子はなく、優れた医薬モダリティと言えます。一方で、実

際は、ドラッグデリバリーシステム（DDS）や安全性の課題があり、世界で開発されている核酸医薬は肝臓を標的にしたもの

がほとんどで、核酸が持つ医薬品としてのポテンシャルを十分に発揮できていません。

当社は、DDSの一体化による核酸医薬品の高活性化および毒性解消をコア技術として、上記の課題を解決した次世代の核酸

創薬を実現します。このコア技術により、肝臓を標的とした核酸医薬についてはより安全なものにします。さらにDDSと毒性

解技術を組み合わせることにより対象臓器を肝臓以外へ拡張できるため、他の核酸創薬で手付かずの疾患領域で独自のパイ

プラインを構築可能にしました。得意領域である循環器疾患を重点領域として自社パイプラインの開発を進めるとともに、製

薬企業と探索段階のパートナリングにより事業を展開します。

核酸医薬ではこれまで手付かずであった疾患領域における創薬の展開

リードファーマ株式会社

代表者 代表取締役社長　和田 郁人

ウェブサイト https://liidpharma.co.jp/

住所
大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目８－２４
新大阪第３ドイビル６F

〒532-0004　

【強み】高い活性を維持したまま毒性のみを解消でき、かつ従来検討されてきた戦略と比べて圧倒的に汎用性の高い技術で

　　　　あること

【実績】最も進んでいるパイプラインは、カクニイザルへの単回の皮下投与で2̃3ヶ月の有効性持続を実現し、少なくとも

　　　　40倍以上の安全性マージンを確保

強味・アピールポイント

2009年大阪大学薬学部薬科学科に入学。2013年に同大学大学院に進学後、核酸医薬品の研

究開発に取り組み、2018年に博士号（薬科学）を取得。また、2015年からは国立循環器病研

究センター研究所の斯波研究室にて研究員としても研究に従事。2019年8月にリードファーマ

株式会社（Liid Pharmaceuticals, Inc.）を斯波部長（当社取締役）と共に設立し、代表取締役

社長に就任。

代表取締役社長
和田 郁人

代表プロフィール

マッチングニーズ
核酸医薬のパイプラインの導入可能性がある製薬企業や、核酸医薬で有効性や安全性の課題をもつ製薬企業、
当社の新規核酸医薬素材を実用化（スケールアップやGMP製造）に向けた提携が可能な核酸CDMO、との
連携を希望します。
直近のアーリーラウンド（2022年3～4月クローズ）では、ラボおよび開発体制（人員）の整備のため、次回
のシリーズAラウンド（2023年7月頃）では、複数のパイプラインの前臨床試験を進めるたに、バイオベンチ
ャーへの投資に注力するVCからの資金調達を希望します。

協　業・
共同開発

：

資金調達：


