スタートアップ都市推進協議会
シンポジウム＆
マッチング交流会
「ジャパン・スタートアップ・セレクション」
日時

平成26年12⽉21⽇（⽇）12:30〜18:20
(1) シンポジウム

12:30〜18:20

(2) マッチング交流会
「ジャパン・スタートアップ・セレクション」 14:10〜17:00

場所 グロービス経営⼤学院 東京校

（東京都千代⽥区⼆番町5-1 住友不動産麹町ビル）

（平成25年12⽉23⽇記者発表の様⼦）

主催 スタートアップ都市推進協議会（三重県，広島県，佐賀県，千葉市，横須賀市，浜松市，
奈良市，福岡市）
共催 グロービス経営⼤学院
協力 公益社団法⼈経済同友会（マッチング交流会は除く。）

スタートアップ都市推進協議会概要

イベント概要
起業や新たな事業などの「スタートアップ」に先進的に取り組む８⾃治体で昨年設⽴したスタート
アップ都市推進協議会によるそれぞれの地域の企業と⾸都圏の企業とのビジネスマッチング及びシ
ンポジウムを開催いたします。
スタートアップ都市づくりを全国へ情報発信するとともに，各地の優れた特⾊あるスタートアップ企
業と⾸都圏企業との出会いや交流の場をつくり，新たなビジネスを創出します。

趣旨
起業や新たな事業などの「スタートアップ」は，経済成⻑を実現し，⼤きな雇⽤創出効果をもたら
すとともに，暮らしの中に新たな価値を創造するものであり，⽇本の再興には不可⽋なものである。
⽇本再興への期待が⾼まりつつある今，スタートアップ都市づくりに先進的に取り組む⾃治体が，
地域の個性を⽣かしたロールモデルとなり，経済関係団体とも連携し，⽇本全体をチャレンジが
評価される国に変えていくことをめざすもの。

設⽴年⽉⽇

もくじ

平成25年12⽉23⽇
シンポジウム
・シンポジウムプログラム（第３部は除く。）
・各地のスタートアップ企業リレースピーチスケジュール（第３部）

３
７

（設⽴総会の様⼦）

設⽴メンバー

福岡市（会⻑），広島県（副会⻑），横須賀市（副会⻑），佐賀県（監査役）
三重県（以下すべて幹事），千葉市，浜松市，奈良市
３県５市

マッチング交流会
・マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業⼀覧 ９
・フロアご案内

25

事業内容
（１）推進協議会の開催

・スタートアップ都市推進協議会の活動⽅針についての審議
・各会員間の情報共有

（２）国への提⾔活動

・国家戦略特区制度などの活⽤や規制緩和，スタートアップ企業への⽀援などについ
て，国に対し提⾔活動を⾏う。

（３）⼩中⾼校⽣・⼤学⽣向けチャレンジマインド醸成教育

・⼩中⾼校⽣・⼤学⽣のチャレンジマインドを醸成するため，経済同友会などと連携し，
各地域での教育関係者（教員等）に対し，チャレンジマインド教育の実践例を紹
介していくとともに，講師となる起業家情報を提供

（４）マッチング事業

・コーディネーターの配置や，マッチング交流会の実施により，各地域のベンチャー企
業と⼤企業，海外の若⼿経営者，投資家等とのマッチングを促進する。

（５）スタートアップ都市推進に関する事業の検討

・ファンド連携，U／Iターン，共同インキュベート等
・経済同友会など経済団体のアドバイスを得ながらの，スタートアップ施策の検討
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プログラム
オープニング

シンポジウム全体テーマ：地方発ベンチャー立国に向けての挑戦
１階ホール 12:30〜12:50

（第１部登壇者続き）

(1) 主催者挨拶 スタートアップ都市推進協議会会⻑，福岡市⻑ 髙島 宗⼀郎
1974年11⽉1⽇⽣。97年KBC九州朝⽇放送に⼊社。福岡の朝の顔としてワイ
ドショーや環境番組のキャスターを務める。2010年12⽉に福岡市⻑就任。
グローバル拠点都市づくりを⽬指し，駅，観光名所などに⽇本最⼤の無料WiFiエ
リアを整備するとともに，産学官⼀体となったコンテンツ企業の集積や進⾏を強⼒に
進めている。
チャレンジを応援する「スタートアップ都市」を⽬指す髙島市⻑の取り組みが評価され，
2014年3⽉，安倍⾸相が経済成⻑戦略の柱として掲げる国家戦略特区に福岡
市が「創業特区」として選定された。
世界経済フォーラムGLOBAL SHAPERS 福岡HUB代表。⽇本地下鉄協会会
⻑。

(2) 公益社団法⼈経済同友会 代表幹事 ⻑⾕川 閑史 様

ご挨拶

・エバーノート⽇本法⼈ 会⻑

様

・福岡市⻑ 髙島 宗⼀郎
・グロービス経営⼤学院学⻑，グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー
堀 義⼈ ⽒(モデレーター/経済同友会スタートアップ都市推進協議会協働PT 委員⻑）
京都⼤学⼯学部卒，ハーバード⼤学経営⼤学院修⼠課程修了（MBA）。
1992年株式会社グロービス設⽴。1996年グロービス・キャピタル，1999年エイ
パックス・グロービス・パートナーズ（現グロービス・キャピタル・パートナーズ）設⽴。
2006年4⽉，グロービス経営⼤学院を開学。学⻑に就任する。YEO（Young
Entrepreneurʻs Organization 現EO）⽇本初代会⻑，YEOアジア初代代
表，世界経済フォーラム（WEF）が選んだNew Asian Leaders⽇本代表，⽶
国ハーバード⼤学経営⼤学院アルムナイ・ボード等を歴任。現在，経済同友会幹
事等を務める。
2008年に⽇本版ダボス会議である「G1サミット」を創設し，2013年4⽉に⼀般
社団法⼈G1サミットの代表理事に就任。2011年3⽉⼤震災後には復興⽀援プロ
ジェクトKIBOWを⽴ち上げ，翌年⼀般財団法⼈KIBOWを組成し，代表理事を
務める。2013年6⽉より公益財団法⼈⽇本棋院理事。いばらき⼤使，⽔⼾⼤使。

ご挨拶

1957年⿃取県⽣まれ。
1979年に慶應義塾⼤学法学部卒業後，株式会社三井銀⾏⼊⾏。
1986年衆議院議員に当選し，防衛⼤⾂，農林⽔産⼤⾂等を歴任。
2012年から国務⼤⾂ 地⽅創⽣・国家戦略特別区域担当。

⽒

⽶系経営コンサルティング会社ベインアンドカンパニーを経て，⽶アップルでマーケティ
ングを担当。ジョン・スカリーからスティーブ・ジョブズまで5年間で4⼈のCEOに仕える。
欧州で経営学修⼠号を取得後に⽶シリコンバレーで起業，ストリーミング技術の会
社を⽴ち上げ，売却。現在はエバーノート⽇本法⼈会⻑のほか，ファーストコンパス
グループ共同代表，スタートアップ数社のアドバイザーやOpen Network Labの起
業家アドバイザーなども務めている。

1946年⼭⼝県⽣まれ。
1970年に早稲⽥⼤学 政治経済学部卒業後，武⽥薬品⼯業株式会社⼊社。
2003年代表取締役社⻑に就任。2014年から取締役会⻑。
⽇本経済団体連合会 評議員会副議⻑，国⼟交通省成⻑戦略会議 座⻑，
⽇本製薬⼯業協会 会⻑等を歴任。2011年から公益社団法⼈経済同友会代
表幹事。

(3) 地⽅創⽣担当 内閣府特命担当⼤⾂（国家戦略特別区域）⽯破 茂

外村 仁

第２部 ⾸⻑リレースピーチ

１階ホール 13:40〜14:00

〝地⽅発，同時多発的なスタートアップ都市づくり"
・スタートアップ都市推進協議会構成⾃治体によるリレースピーチ

第１部 トークセッション①

三重県知事 鈴⽊ 英敬

広島県知事 湯崎 英彦

奈良市⻑ 仲川 げん

福岡市⻑ 髙島 宗⼀郎

千葉市⻑ 熊⾕ 俊⼈

１階ホール 12:50〜13:40

〝国家戦略特区”福岡を事例に考える官・⺠，国・地⽅の果たすべき役割"

・内閣府副⼤⾂ 平 将明 ⽒
早稲⽥⼤学法学部卒業後，サラリーマン⽣活を経て1991年家業である⼤⽥⻘
果市場の仲卸「⼭邦」に⼊社，1996年同社社⻑に就任。2003年社団法⼈東
京⻘年会議所理事⻑。2005年経済産業省産業構造審議会基本政策部会委
員就任，同年⾃⺠党の公募を経て東京第四選挙区より初出⾺，初当選。党経
済産業部会⻑・シャドウキャビネット(影の内閣)⾏政改⾰・公務員制度改⾰担当
副⼤⾂・情報調査局⻑・衆議院決算⾏政監視委員会理事，経済産業⼤⾂政
務官，内閣府⼤⾂政務官等を経て現在，内閣府副⼤⾂として地⽅創⽣，国
家戦略特区，クールジャパン戦略等を担当。
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浜松市⻑ 鈴⽊ 康友
（ビデオメッセージ）

横須賀市⻑ 吉⽥ 雄⼈

プログラム
第３部 各地のスタートアップ企業リレースピーチ

２階204教室
14:10〜17:00

登壇企業については，７ページ以降をご覧ください。

第４部 トークセッション②

（第４部登壇者続き）

・株式会社ブイキューブ 代表取締役社⻑ CEO

慶應義塾⼤学⼤学院修了。慶應義塾⼤学在学中の1998年に，Webソリュー
ションサービス事業を⾏う有限会社ブイキューブインターネット（現：株式会社ブイ
キューブ）を設⽴し，同社代表取締役社⻑に就任。その後，本業をビジュアルコ
ミュニケーション事業へ転換し，2008年よりWeb会議市場における国内シェアナン
バーワンを獲得，現在まで7年連続で⾸位を獲得している。⽶国インテル キャピタル
からの出資を機に，マレーシア，シンガポール，インドネシアに現地法⼈を設⽴。ま
た，2013年1⽉より，活動拠点をシンガポールに移し，アジアを中⼼としたグロー
バル展開を進めている。2013年12⽉に東京証券取引所マザーズ市場へ上場。経
済同友会 幹事。経済同友会スタートアップ都市推進協議会協働ＰＴ副委員⻑
を務めている。

１階ホール 17:20〜18:10

"ベンチャー×⾃治体″が切り開く未来
・エス株式会社 代表取締役社⻑ 児⽟ 昇司

⽒

広島⼤学附属⾼校卒。早稲⽥⼤学に⼊学後，半年で退学し起業。2006年7
⽉，3度⽬に起業した設⽴9年⽬の会社を売却（M＆A）でエグジット。
2006年8⽉，⾃⾝4度⽬の起業となるエス株式会社を設⽴。主な事業は，各種
ECサイトの企画・開発・運営とアプリの企画・開発

・⽇本GE株式会社 代表取締役 GEキャピタル社⻑兼CEO 安渕 聖司 ⽒
（モデレーター/経済同友会スタートアップ都市推進協議会協働PT副委員⻑）
三菱商事株式会社，リップルウッド・ジャパン，UBS証券会社投資銀⾏本部を経
て，2006年，GEコマーシャル・ファイナンス・アジアに事業開発担当副社⻑として
⼊社。2007年GEコマーシャル・ファイナンス・ジャパン社⻑ 兼 CEOに就任。2009
年から現職に就き，⽇本における⾦融ビジネス全般を統括。
2014年に「GE世界基準の仕事術」（新潮社）を上梓。経済同友会幹事。HBS
Club of Japan副会⻑。⼀般財団法⼈KIBOW評議員。社会イノベーター公志
園実⾏委員。放課後NPOアフタースクールアドバイザリーボードメンバー。ダイアロー
グ・ジャパン・ソサエティ理事。熱⼼な歌舞伎ファンで，中村勘九郎・七之助後援会，
中村福助後援会に所属。
早稲⽥⼤学政経学部卒，ハーバードビジネススクールMBA

・ランサーズ株式会社 代表取締役社⻑ 秋好 陽介 ⽒
1981年⼤阪府⽣まれ。2008年にランサーズ株式会社の代表取締役社⻑CEOと
して，⽇本初のクラウドソーシングサービス「ランサーズ」の運⽤を開始。
同サービスは，個⼈と法⼈がオンラインで仕事取引できるサービスで，⽇本初・⽇
本最⼤級の規模。案件総額は380億円クライアント社数10万社(2014年12⽉
時点)を超える。

・広島県 知事

クロージング

１階ホール 18:10〜18:20

湯崎 英彦
東京⼤学法学部卒，スタンフォード⼤学経営学修⼠（MBA）取得。
1990年に通商産業省（現・経済産業省）に⼊省後，資源エネルギー庁や通商
政策局などを経て退官。2000年株式会社アッカ・ネットワークス設⽴，代表取締
役副社⻑。2008年同社退社，2009年から現職。（現在2期⽬）。
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間下 直晃 ⽒

（経済同友会スタートアップ都市推進協議会協働PT副委員⻑）
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第３部 各地のスタートアップ企業リレースピーチスケジュール
開始時刻

⾃治体

会社名

詳細
ページ

開始時刻

⾃治体

会社名

詳細
ページ

14：10

千葉市

株式会社アイ・メデックス

9

15：45

横須賀市

カナガワ電⼦技研株式会社

11

14：14

千葉市

株式会社コモンズ

9

15：49

横須賀市

株式会社ステップ

11

14：18

千葉市

株式会社デファクトスタイル

9

15：53

横須賀市

3DSurveyplus合同会社

11

14：22

千葉市

株式会社BBSTONEデザイン⼼理学研究所

10

15：57

横須賀市

タイムカプセル株式会社

12

14：26

千葉市

柳川建設株式会社

10

16：01

横須賀市

⽇本電⼦エンジニアリング株式会社

12

14：30

奈良市

アクティブリンク株式会社

17

16：05

佐賀県

株式会社グリーンテクノ21

23

14：34

奈良市

AALTO INTERNATIONAL JAPAN株式会社

17

16：09

佐賀県

株式会社炭化

23

14：38

奈良市

奈良⼀⼑彫作家

18

16：13

佐賀県

株式会社ティオテクノ

24

14：42

奈良市

株式会社菱豊フリーズシステムズ

18

16：17

佐賀県

株式会社とっぺん

24

14：46

浜松市

イノベーティブ・デザイン＆テクノロジー株式会社

13

16：21

三重県

伊勢くすり本舗株式会社

15

14：50

浜松市

ジーニアルライト株式会社

13

16：25

三重県

株式会社医⽤⼯学研究所

15

14：54

浜松市

株式会社スカイプランニング

13

16：29

三重県

株式会社貫じん堂

15

14：58

浜松市

株式会社TRINC

14

16：33

三重県

コンテンツアイディアオブアジア株式会社

16

15：02

浜松市

有限会社パパラボ

14

16：37

三重県

株式会社ユナイテッドワークス

16

15：06

広島県

エス株式会社

19

16：41

福岡市

株式会社セフリ

21

15：10

広島県

株式会社otta

19

16：45

福岡市

ニューワールド株式会社

21

15：14

広島県

株式会社パルブライト

19

16：49

福岡市

株式会社ユウシステム

21

15：18

広島県

株式会社ベットワーク

20

16：53

福岡市

株式会社ユニゾンシステムズ

22

15：22

広島県

株式会社MEDIAS

20

16：57

福岡市

株式会社リーボ

22

15：26

（休憩）
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（千葉市）

マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

千葉市

展示会場：202教室 リレースピーチ：14:10～14:30

① 予防医療とヘルスケア（アイ・メデックス）
 株式会社アイ・メデックス（http://www.imedex.co.jp/）
 代表取締役社⻑/市⽥信七 資本⾦/1,250万円
 主たる事業：医療機器の開発・製造販売
（⼼電計⽤電極、低周波治療器⽤導⼦パッド、リハビリ⽤電極など）
 コメント：アイ・メデックスの開発する⽣体電極の特⻑は、”⼈体から⽣体情報を
キレイに採る”というノイズ(静電気)キャンセルノウハウです。これからウェアラブルデ
バイスなど開発して医療・ヘルスケア産業へ参⼊される企業への提案が可能です。
平成24年度第1回千葉ものづくり認定、第17回千葉県優秀企業経営者知事
賞受賞

② ⾃然で⼼地よい空間づくり（コモンズ）
 株式会社コモンズ（common-s.net）
 代表取締役 柳下勝美 資本⾦/500万円
 主たる事業：エッセンシャルオイルを活⽤した快適空間デザイン
-⾹りによる空間演出事業-除菌消臭事業
 コメント：『あらゆる商業施設に⾃然で清潔感のある空間を』
 ⽇本で唯⼀、エッセンシャルオイルをナノ化噴霧する技術を持っています。
従来技術に⽐べ、⾹りの拡散⼒は2倍以上、運⽤コストは半分以下に抑える
事ができます。不⾃然な⼈⼯⾹料はもう不要。ショールームからトイレまで天然
の⼼地よさで快適空間を作ります。
 空間作りに関わるパートナーシップを求めています。
第12回『ベンチャーカップCHIBA』 優秀賞

③ 軽量パンクレス樹脂タイヤ（デファクトスタイル）

④ ⼈のこころをつかむデザイン（BBSTONE）
 株式会社BBSTONEデザイン⼼理学研究所
（http://www.bbstonedpu.com）
 代表取締役/⽇⽐野好恵 資本⾦/200万円
 主たる事業：⽇本初のデザイン⼼理学を応⽤したコンサルティング事
業
 コメント：従来の調査やマーケティングでは解明出来なかった、顧客
の本⾳を科学的な切り⼝で解明し、“本当にこれで良いのだろうか？”
のお悩みに明快な答をお出しします。
商品パッケージ、会社ロゴや新製品開発、GUI改善等で今までとは
違った切り⼝を求める企業への提案が可能です。
第9回『ベンチャー・カップCHIBA』グランプリ受賞
2012年 グッドデザイン賞受賞
2014年 ⽇本パッケージングコンテスト 医薬品医療⽤具包装部⾨賞
受賞

⑤ 都市環境課題を解決（柳川建設）
 柳川建設株式会社（http://www.yanagawakensetu.net/）
 代表取締役社⻑/柳川智明 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：総合建設業を1970年より営み、近年はCSR活動の⼀環
として『エコ環境基盤』の販売及び施⼯を展開中
 コメント：産学官連携で開発した『エコ環境基盤』は⽕砕流堆積物と
芝を組み合わせた緑化⽤ブロックで、『ヒートアイランド現象』等の
都市環境課題解決に威⼒を発揮。
保⽔性・透⽔性に優れ、雑草管理及びメンテナンス負担も⼤幅に軽減
できる為広域避難所・医療福祉施設・教育施設に適する。施⼯性も良
く短⼯期で完成し、即⽇芝⽣の上を歩⾏可能！
第13回『ベンチャー・カップCHIBA』グランプリ受賞

 株式会社デファクトスタイル（http://www.defactostyle.co.jp/）
 代表取締役社⻑/伊澤光輝 資本⾦/3,000万円
 主たる事業：「エバーチューブ」パンクしない、空気が抜けない⾃転⾞・⾞いす⽤
のタイヤチューブの製造
 コメント：樹脂を⽷状にして絡めたクッション材を⾃転⾞のタイヤに合うように加⼯。
これを装着すれば空気が抜けない、パンクしないタイヤになります。今乗っている⾃
転⾞・⾞いすも簡単交換。「軽く」「安く」「乗り⼼地がいい」を追究。レンタサイクル
事業者の維持管理コスト削減、介護サービスのコストと介護者の⼿間を軽減しま
す。
平成25年度 千葉県中⼩企業経営⾰新計画、第12回『ベンチャー・カップ
CHIBA』ビジネスプラン発表会 グランプリ、平成26年度上期 ひまわりベンチャー
育成基⾦、平成26年 九都県市のきらりと光る産業技術表彰
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マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

横須賀市

（横須賀市）

展示会場：202教室 リレースピーチ：15:45～16:05

① 計測制御システムのワンストップ開発企業（カナガワ電⼦技研）
 カナガワ電⼦技研株式会社（http://www.ket-lab.jp）
 代表取締役/南島隆志 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：振動計測をはじめとして各種センサ、計測器、計測・制
御システムの開発・設計・製造を⼿がけています。
 コメント：センシングから計測制御システムの設計・製造、取得した
データの解析、データ可視化まで⾃社⼀貫してシステムをご提案して
います。農⼯・医⼯連携、環境計測分野でも当社ワンストップでソ
リューションをご提供します。
2010年、2013年 「横須賀市ビジネスオーデション
ステップアップ部⾨事業」 ⼊選
2011年 「神奈川県中⼩企業海外市場進出⽀援事業」 対象事業者

② 品質最優先で臨みます（ステップ）
 株式会社ステップ（http://www.step-japan.co.jp）
 代表取締役社⻑/⼩林勝美 資本⾦/4,000万円
 主たる事業：移動体通信関連ソフトウェア開発（基地局、ネットワー
ク装置、移動機等開発）、Ｗｅｂアプリ開発等
 コメント：創業（1986年）以来、モバイル関連アプリ開発等にスキ
ル実績を蓄えており、またハード組込み企業と連携した製品開発に、
顧客から⾼い評価を頂いております。今後は、培われたノウハウを
ベースに企業連携を深めながら、Ｍ２Ｍ開発等に取り組んで参ります。
2013年「スマートフォン開発＆評価試験における事業領域拡⼤の功
績」受賞

④ アプリで地域活性化（タイムカプセル）
 タイムカプセル株式会社（http://timecapsuleinc.org/）
 代表取締役/相澤謙⼀郎 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：位置情報アプリ開発⽀援プラットフォーム「タイムカプ
セルソリューション」の運営及び⼈材育成事業
 コメント： 横浜F・マリノス殿、⼤垣市殿、沖縄修学旅⾏アプリに
導⼊実績あり。
Jリーグ、プロ野球などプロスポーツ団体の公式アプリ、観光アプリに
最適なソリューション。

⑤ 安⼼への挑戦（⽇本電⼦エンジニアリング）
 ⽇本電⼦エンジニアリング株式会社（http://www.j-e-e.co.jp/）
 代表取締役社⻑/⾼橋榮⼀ 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：プリント基板の設計・製造、移動体通信端末評価、ソフ
トウェア開発、無線基地局評価、ネットワークカメラシステムの販売
 コメント：
✔チャレンジ
⽇常的に物価や経済状況が変化する時代だからこそ、成⻑できる
チャンスだと考えます。挑戦する気持ちを⼤切にし『公平にチャレ
ンジできる』会社を⽬指しています。
✔教育管理
『⼀⼈⼀⼈の成⻑＝企業の成⻑』とし、⼀貫した育成体制を⽤意し
ています。⼈は⼈により磨かれ⼤成することを⽬標に取り組んでい
ます。

③ 3Dコンテンツは任せろ！（3DSurveyplus）
 3DSurveyplus合同会社（http://www.3dsurveyplus.com/）
 代表執⾏役員/堂城川厚 資本⾦/100万円
 主たる事業：3Dレーザースキャナを使った3Dモデリング、パノラマ
撮影によるＶＲ映像コンテンツの制作
 コメント：元設計技術者という強みを活かし、設備業界への3Dコンテ
ンツ提供をおこなっています。
2011年 「横須賀市ビジネスオーディション」 ⼊選
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マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

浜松市

（浜松市）

展示会場：205教室 リレースピーチ：14:46～15:06

① 電解技術の可能性は無限⼤ (イノベーティブD&T )
 イノベーティブ・デザイン&テクノロジー株式会社
（http://www.innovative-dt.com/）
 代表取締役/⽥中博 資本⾦/7,000万円
 主たる事業：電気分解技術を応⽤した事業を多数⼿掛けています。例
えばスケール除去による冷却塔などの循環冷却⽔系の設備効率向上・
電⼒削減、電解により⼝当たりをまろやかにした酒類（テキーラ、焼
酎等）の開発があります。
 コメント：弊社は電解に関する特許を多数持ち、⼯業分野、飲料/酒類
分野、医療分野、鉱⼭分野等、様々な領域でイノベーションを⽣み出
しています。今回のイベントで、新たなイノベーションのための出会
いを期待しています。
2003年 創造法認定、2004年・2010年 経営⾰新法承認

② 光の可能性を医療の可能性に（ジーニアルライト）
ジーニアルライト株式会社（http://www.geniallight.co.jp/）
代表取締役⽒名/下北良 資本⾦/7,295万円
主たる事業：光医療機器及び光科学機器の開発・製造・販売
コメント：弊社は、光技術を使⽤して⽣体を、⾮接触や⾮侵襲で計測
し、⽣体情報を取得する技術を得意としております。
弊社で取り扱っております、⼀部機器は医療機器として、弊社代理店
より全国で販売も⾏っており、開発から商品展開の実績を有しておりま
すので、皆様の技術や商品と連携させて頂ければと存じます。





③ 眩しくない天窓でエコにピーク電⼒対策を (スカイプランニング）
 株式会社スカイプランニング（http://www.sky-planning.co.jp/）
 代表取締役/外⼭勸 資本⾦/4,500万円
 主たる事業：眩しくない天窓スカイトップライトの設計、開発、販売、
施⼯
 コメント：事前に天窓設置後の室内照度をシミュレーション可能にし
たスカイトップライトLデザイン。ご要望の明るさを最低限のコス
ト・施⼯で実現します。⾃然光を主照明にすることで昼間の電気使⽤
量を⼤幅に削減します。
2009年「天窓⽤の昼光照明シミュレーション」が科学技術振興機構の
採択課題に決定し「静岡県⼯業技術研究所」と共同で研究開発。
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④ 静電気・ホコリ〔ゼロ〕⾰命！ (TRINC)
 株式会社TRINC (http://www.trinc.co.jp/)
 代表取締役社⻑/元名古屋⼤学⾮常勤講師/浜松市ものづくりマイス
ター/⾼柳真 資本⾦/6,000万円
 主たる事業：静電気・異物（ホコリ）対策機器の製造、販売、コンサ
ルティング
 コメント： 各メーカーにおいて、製造⼯程で不良品が発⽣する主な
要因は静電気・ホコリである。従来の技術では有⾵でこれらを除去す
るが、当社は有⾵よりも静電気・ホコリを除去できる無⾵による除去
技術（特許数約150）・製品（約２５０種）を保有している。当社製
品を導⼊した⼤⼿⾃動⾞会社や下請会社では、不良発⽣率がこれまで
の10分の1まで低下した実績がある。当社の技術・製品により⽇本の
ものづくり産業の不良発⽣率低下を実現させ、産業の活性化に貢献し
たい。
中⼩企業基盤整備機構よりJVA（⽇本ベンチャーアオード）受賞
（2010年）
浜松市の「第1回ものづくりマイスター」認定(2011年)
東京都中⼩企業⽀援公社から⽀援対象企業に認定（2013年）
メディア紹介（WBS、NHKBSなど）、書籍出版

⑤ ⾊や質感検査の⽬視検査からの脱却 (パパラボ )
 有限会社パパラボ (http://www.papalab.co.jp/)
 代表取締役/加藤誠 資本⾦/300万円
 主たる事業：２次元⾊彩計の開発、製造、販売、
画像処理システムの開発、製造、販売、
光応⽤計測システムの開発、製造、販売
 コメント： ⼈の眼の感度に近い⾼精度な輝度・⾊度の測定が可能な
⼆次元⾊彩計を開発し、製造、販売している。⽇本⼈の定量化困難な
「ものづくり技術」の伝承化を通じて21世紀の「ものづくり」への貢
献をする。
平成22年11⽉「静岡県知事褒賞」受賞
平成26年5⽉ 「ダイハツ⼯業（株）ものづくり技術賞」受賞
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マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

三重県

（三重県）

展示会場：205教室 リレースピーチ：16:21～16:41

① 三重の伝統薬萬⾦丹等の製造・販売（伊勢くすり本舗）
 伊勢くすり本舗株式会社（http://www.isekusuri.co.jp）
 代表取締役/加藤宏明 資本⾦/300万円
 主たる事業：三重県にまつわる伝統薬の普及・リニューアルおよびそ
のマーケティング活動
 コメント：新規事業として三重県産芍薬を使⽤した商品（漢⽅薬）の
開発を⾏う。今後は三重県産の漢⽅原料を⽣産し、医薬品の承認を得
て販売することを⽬指している。

② 病院向けデータウェアハウス（医⽤⼯学研究所）
 株式会社医⽤⼯学研究所（http://www.meiz.co.jp/）
 代表取締役社⻑/北岡義国 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：病院内の各種システムに蓄積された情報を⼀元的に集約
し、横断的に検索・統計できるデータウェアハウス「CLISTA!」の提
供
 コメント：⾼齢化の⼀⽅で政府財源の縮⼩が進んでいる中、より効率
的な医療の提供に貢献できる可能性がある。

④ PMコード 次世代3次元コード（C.I.A）
 コンテンツアイディアオブアジア株式会社
（http://pm-code.com）(http://ci-a.co.jp)
 代表取締役社⻑/⼩野⽥達哉 資本⾦/9,170万円
 主たる事業：透過型⼆次元コード・次世代多次元（3次元）コードの
発明及び開発とそれらを利⽤したコンテンツ配信
 コメント：あらたに⼤規模災害時対応医療情報PMコードカードの発明
及び開発に着⼿。ネットワーク等に依存した電⼦カルテ等従来技術と
異なり、どのような災害時の状況下でも利⽤可能であり、被災者に対
して適切な医療⾏為を速やかに施すための医療情報等取得サービス。

⑤ 法⼈営業に⾰命を！（株式会社ユナイテッドワークス）
 株式会社ユナイテッドワークス（http://unitedworks.co.jp/）
 代表取締役社⻑/北川⾵太 資本⾦/300万円
 主たる事業：「法⼈営業」に特化したホームページ制作及び営業⽀援
システムの開発導⼊
 コメント：商談機会が⻑い製品をどのように販売するのか？
失注が多く、効率的な営業はどのようにするのか？
そのようなお悩みをお持ちの企業様へ、
新時代のあたらしい営業⼿法をご提案します！

③ かがり⽕照明の企画・販売（貫じん堂）





株式会社貫じん堂（https://www.kanjindo.jp/）
代表取締役/辻村みすづ 資本⾦/300万円
主たる事業：「かがり⽕照明」の販売
コメント：かがり⽕照明は、電気式で熱をもたないため、安全⾯・ コ
スト⾯の問題を解決しつつ、炎の揺らぎや光を表現できる照明である
（特許：第4557924号）。
今後「いろり⽤炭⽕照明」等の新製品をメーカーと⼀体となって企
画・提案・販売していく予定。
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（奈良市）

マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

奈良市

展示会場：203教室 リレースピーチ：14:30～14:46

①この国の「働く⼒」の⼒になる（アクティブリンク）





アクティブリンク株式会社（http://activelink.co.jp/）
代表取締役社⻑/藤本弘道 資本⾦/2億4千万円
主たる事業：パワーローダーの開発
コメント：アクティブリンクは、パワーアシスト技術でパワーバリア
フリー社会の実現を⽬指します。

②グローバル広報⼒強化
（AALTO INTERNATIONAL JAPAN）
 AALTO INTERNATIONAL JAPAN株式会社
（http://adtech-kansai.com/speaker/801.html）
 代表取締役社⻑CEO / 福井⿇⾥⼦ 副社⻑CFO / 津坂晋⼀（登壇者）
資本⾦/1,375万円
 主たる事業：グローバル・コミュニケーション・プランニング
（企業のステークホルダーとのコミュニケーションを設計、最適化しま
す。ステークホルダーとは、顧客、⾒込み顧客、記者、ブロガー、影響
⼒のある⼈、社員、取引先、投資家、社会等を指します。）
 コメント：
ビジネス領域：1) 海外向けコンテンツマーケティング2) 海外パブ
リシティ(記者との関係構築による記事掲載) 3) 海外インフルエンサー
(影響⼒のある⼈)との関係構築 4) 海外ウェブ広告出稿 5) 本社と海外
⽀社の広報・マーケティング活動統合⽀援
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③ 奈良伝統⼯芸
 奈良⼀⼑彫作家/前⽥ 浩幸
 主たる事業：⼀⼑彫作品の制作、販売
 コメント：奈良⼀⼑彫を⽇本を代表する伝統⼯芸の⼀つとして広めて
いきたいと思っております。作品を発表する場所や機会を提供してい
ただき、知名度を上げる事で、販売店やギャラリーへ、斡旋⼿数料や
販売⼿数料などの貢献ができると考えております。

④ ⾷の明⽇へ、プロトン凍結の⼒！
（菱豊フリーズシステムズ）





株式会社菱豊フリーズシステムズ （http://www.freeze01.com）
代表取締役社⻑/⼆宮⼀就 資本⾦/4,315万円
主たる事業：凍結機、解凍機の製造販売。レストラン事業運営。
コメント：凍結機、解凍機の製造販売に加え、凍結・解凍技術を駆使
したレストラン事業の運営で蓄積したノウハウを顧客に還元。機器を
導⼊される顧客へ、ハードとソフトの提供が可能。
2009年「奈良県ビジネス⼤賞」最優秀賞受賞
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（広島県）

マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

広島県

展示会場：206教室 リレースピーチ：15:06～15:26

① 所有概念のリプレース（エス）
 エス株式会社（http://es-c.co.jp/）
 代表取締役社⻑/児⽟昇司 資本⾦/1億3,190万円（資本準備⾦含む）
 主たる事業：（1）EC事業
（2）スマホ向けアプリ開発事業
 コメント：毎⽉定額料⾦でブランドバッグが借り放題。
⽉額6800円コース（15万円未満のバッグ）
⽉額9800円コース（15万円以上、また、発売から1年未満の新作バッ
グ）
専⽤アプリで好きなバッグを選ぶだけで即⽇お届け。飽きたら送料無
料で返却。
返却確認後、次のバッグを選択→ 即⽇お届け。
参加⽬的は資⾦調達です。

④ 動物医療の汎⽤化（ベットワーク）
 株式会社ベットワーク（http://www.vetwork-animals.com）
 代表取締役/獣医師 ⼤川拓洋 資本⾦/300万円
 主たる事業：・動物医療施設の業態開発、店舗展開および運営
・スマホアプリ（iVet）による動物診療システムの開
発・運営
 コメント：
「ペットの様⼦が少し変だ」と感じても、様々な理由（時間的、⾦銭的、
感情的）ですぐに動物病院に⾏かない（⾏けない）飼い主に対して、ス
マホアプリ(iVet)を提供することにより、家にいながら診療治療（⼈で
いうセルフメディケーション）を⾏うことが可能になる。
診療治療アルゴリズムを開発する協⼒者様、動物⽤医薬品や⾷品・モノ
を作るメーカー企業様とつながりたい。
「第１９回ひろしまベンチャー助成⾦」銀賞、「広島ベンチャーサミッ
ト」トーマツ賞 受賞

② みんなで、みまもる。（otta）
 株式会社otta（http://otta.me）
 代表取締役CEO 岩中貞道／代表取締役COO ⼭本⽂和 資本⾦/950万
円
 主たる事業：位置情報サービスの企画・開発・運営
 コメント：Beacon/BLE技術を活⽤した専⽤端末を開発。専⽤端末か
ら発する電波を不特定多数のスマートフォンが受信することによって、
位置情報を記録する⾒守りサービス（⽇本初／特許出願中）をリリー
ス。原則インフラ整備が不要な為、他社に⽐べ圧倒的に安価な価格帯
（約1/5〜1/8）でのサービス提供を実現。
これからの⾒守りサービスのスタンダードへ。

③ ⼈の外⾒のデータ化（パルブライト）
 株式会社パルブライト（http://www.palbright.co.jp/）
 代表取締役社⻑/原⽥美穂 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：「外⾒診断システム」を使ったイメージコンサルティン
グ業務および「外⾒診断システム」のアルゴリズムを活⽤したシステ
ム提供
 コメント：⼈の外⾒をデータ化する「外⾒診断システム」アルゴリズ
ムを開発。それを活⽤したビジネス展開を⾏う。
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⑤ バーチャルツアー（ＭＥＤＩＡＳ）
 株式会社ＭＥＤＩＡＳ（http://www.md-s.jp）
 執⾏役員社⻑/室崎寿 資本⾦/3,650万円
 主たる事業：•360度パノラマ「バーチャルツアー」の開発、販売
•映像コンテンツ、各種Webシステムの開発、運⽤業務
全般
•IT経営の実現で「儲かり企業」になるためのコンサル
ティング業務全般
•ITを利活⽤するための各種セミナー、研修の実施
 コメント：⾒る者に施設、サービス内容、住環境など、知りたい情報
を臨場感、没⼊感により⽣じる強い訴求⼒をもって情報伝達する360°
パノラマ「バーチャルツアー」の企画制作と、これをさらに使い易く
するＣＭＳ機能「めでぃパノ」を開発し新しいデジタルコンテンツ配
信サービス事業を⾏っている。
「中国総合通信局⻑賞」NICT賞、「第16回、18回HiBiSインターネッ
トビジネス フォーラム」優秀ビジネス事例賞、「第17回HiBiSインター
ネットビジネスフォーラム」最優秀ビジネス事例賞 受賞
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マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

福岡市

（福岡市）

展示会場：206教室 リレースピーチ：16:41～17:00

① スマホGPSの可能性を切り拓く新事業（セフリ）
 株式会社セフリ（https://yamap.co.jp/）
 代表取締役社⻑/春⼭慶彦 資本⾦/7,394千円
 主たる事業：YAMAP（ヤマップ）〜 オフライン状態でも使える
スマホ地図アプリ 〜 を提供
 コメント：【YAMAPの特徴】携帯の電波に関係なく、スマホで
現在位置が確認できる地図アプリ。
【活⽤例1】登⼭・アウトドア向けの⼭岳マップ
【活⽤例2】インバウンド向けの観光マップ
【活⽤例3】災害・避難・防災マップ
2014年第26回「中⼩企業優秀新技術・新製品賞」
ソフトウェア部⾨・優秀賞
2014年グッドデザイン賞受賞・ベスト100選出・
特別賞「ものづくりデザイン賞（中⼩企業庁⻑官賞）」受賞

② ファッションなら、あの⼈になれる（ニューワールド）
 ニューワールド株式会社（http://neworld-japan.com/）
 代表取締役/井⼿康博 資本⾦/200万円
 主たる事業：ファッションならあの⼈になれるサービス
「imanee (アイマニ)」を提供
 コメント：テレビで憧れのあの⼈が着ているファッションアイテムを
楽しめる⼥性に特化したTVショッピングメディア
「福岡市ステップアップ奨励賞」受賞

③ アジアでオンリーワンのIT企業（ユウシステム）





④ ⾼速ファイル転送アプリケーション（ユニゾンシステムズ）
 株式会社ユニゾンシステムズ（http://www.unixon.co.jp/）
 代表取締役/今村勉也 資本⾦/1,000万円
 主たる事業：メディア（テレビ・ラジオ局）向け、ソフトウェア開発、
パッケージ開発販売
 コメント：メディア向け基幹業務パッケージの開発販売を主⼒に事業
をしてきました。今回開発した⾼速ファイル転送「ＳＴＯＲＭ」は、
世界中どこからでも、どんなネットワーク環境でも、⾼速且つ安全な
ファイル転送で従来のファイル転送の約25倍の転送を実現。メディア
以外でも製造、ヘルスケアなど多くの実績あり。

⑤ 交通⾰命！（リーボ）
 株式会社リーボ（http://reevo.jp/#home）
 代表取締役/松尾⿓⾺ 資本⾦/400万円
 主たる事業：乗り物レンタルサービス
「Veecle!-experience（ビークル・エクスペリエンス）」の運営
 コメント：「交通⾰命で、⼈⽣を豊かにする」をミッションに、関わ
る⼈皆が幸せになる交通サービスを創る福岡の企業。福岡県内の中⼩
レンタカー企業を集め「”これで⾏こう”が、きっとある」をコンセプ
トに、「Veecle!-experience」を今年11⽉に公開。
キャンピングカー、オープンカー、⼤型バイクや⾺⾞などの レンタ
ルサービスを提供、新しいレジャー体験のあり⽅として反響を呼ぶ。
現在、営業エリアを関東まで広げ、取扱台数は約1000台。
アジア・アントレプレナーシップ・アワード2012 国内九州地区代表
明星和楽2012 スタートアップショーケースAWS賞
第5回 フクオカRuby⼤賞 奨励賞
第15回 NICTベンチャービジネスプラン発表会オーディエンス賞
⽇経ビジネス「⽇本を救う次世代ベンチャー100」選出

株式会社ユウシステム (http://www.yousys.co.jp/)
代表取締役社⻑/⼊江英也 資本⾦/500万円
主たる事業：福岡と上海を結ぶ提案型のシステム構築・WEB制作
コメント：様々な業務改善システムを始め、ネットワーク構築/保守、
アウトソーシング、ホームページ作成、中国、韓国、台湾などへのア
ジアプロモーション（翻訳、WEBプロモーション）など、お客様のコ
ンピュータ業務を全⾯的にバックアップする。
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（佐賀県）

マッチング交流会「ジャパン・スタートアップ・セレクション」参加企業一覧

佐賀県

展示会場：203教室 リレースピーチ：16:05～16:21

① 資源循環型社会の実現（グリーンテクノ21 ）
 株式会社グリーンテクノ21（http://www.green21.com/index.html）
 代表取締役⽒名/下浩史 資本⾦/7,875万円 資本準備⾦/6,075万円
 主たる事業：卵殻の再⽣処理および再⽣製品の販売
 コメント： 産業廃棄物として焼却処分されていた卵の殻を乾燥粉砕
機で再処理し、グラウンド⽩線材や⼟壌改良材、野球⽤ロジンバック
として製造・販売。
卵殻のもつ吸放湿性を活かし、住宅⽤壁紙等の原料として供給も⾏っ
ており、また卵殻膜の有する豊富な成分を活⽤し健康・美容分野での
活⽤も期待される。
「佐賀県産業ビジネス⼤賞」⼤賞。「第⼀回九州ニュービジネス⼤賞」
優秀賞。

② 新しい鮮度保持剤（炭化）
 株式会社炭化（ http://www.xn--cjr910e.com/）
 代表取締役⽒名/⼊江康雄 資本⾦/950万円
 主たる事業：野菜・果物・花の鮮度を⻑く安全に保てる鮮度保持剤と
保持システム
 コメント：⻘果物等の鮮度保持で課題であったエチレンガスの吸着・
分解や細菌、真菌の抗菌問題を天然由来の⽵炭、⽇本茶を主体とした
⾼機能ガス吸着剤の開発により、環境に優しく、低コストで解決。ま
た、粒状の吸着剤と酸化チタン光触媒を応⽤することで物流コンテナ
や貯蔵倉庫等での鮮度保持システムとしての活⽤が出来る。⻘果物等
輸送にかかるロス率を⼤きく改善させることで、⽣産者・流通者の販
路拡⼤に有効な⼿段となる。
①鮮度保持剤の製造⽅法と製品およびシステムに関する特許を出願済
み。
②鮮度保持装置を備えてコンテナのシステムに関する特許を出願済み。
（他2社と共同出願）
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③ 脱臭・抗菌のスペシャリスト（ティオテクノ）
 株式会社ティオテクノ(http://www.tiotechno.co.jp/)
 代表取締役社⻑ / 森繁章 資本⾦ / 2,100万円
 主たる事業：佐賀県有特許を応⽤した、防汚・消臭・抗菌光触媒コー
ティング剤、および光触媒フィルターの製造・販売。
 コメント：
①⼤⼿企業との共同研究により、光触媒⼆酸化チタンの防汚・消臭・抗
菌性能を最⼤限に引き出すコーティングシステム（微粒⼦固定化技術）
を開発・特許化。屋外・室内問わず⽤途に応じた光触媒製品の提供を可
能としている。⼟⽊・建築物件への実績は数千件に上る。
②弊社のコーティングシステムは、光触媒⽤途だけではなく、他の機能
性材料の下地処理や固定化材料としても開発が可能。建築資材だけでは
なく、電気製品や⽣活⽤品材料の表⾯処理など、他分野での応⽤も期待
できる。

④ ⽂化財の記録（とっぺん）
 株式会社とっぺん (http://toppen.jp/index.html)
 代表取締役/武廣正純 資本⾦ /1,500 万円
 主たる事業：⽂化財調査⽀援事業・デジタルアーカイブ作成事業、３
Dスキャニングによる3Dモデル事業、博物館、資料館展⽰コンテンツ
作成事業
 コメント：研究機関、教育機関と共同して実施してきた⽂化財のデジ
タル技術による保存活⽤を得意とし、これらで得られたデータをコン
テンツとして⼀般の⽅々にわかりやすくそして⾯⽩く伝える事業へ歩
みを進めてまいりました。
スマートフォンやタブレット端末を活⽤した観光や教材に役⽴つコン
テンツ制作も実施。
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フロアご案内（１階）

フロアご案内（２階）
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交流会

オープニング
第１部
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浜松市
三重県

ホール

第２部
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⾸⻑リレースピーチ

トークセッション②

教室

各地のスタートアップ
企業
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204

マッチング
交流会

203

206
教室

教室

広島県
福岡市

お⼿洗い
︵⼥性︶

お⼿洗い
︵⼥性︶

第４部

205

マッチング
交流会

エンディング
受付

お⼿洗い
︵男性︶

お⼿洗い
︵男性︶

教室

奈良市
佐賀県

エ レベ タ

エ レベ タ

マッチング
交流会

202
教室

千葉市
横須賀市
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※ 喫煙所は地下１階にございます。

スタートアップ都市推進協議会事務局
福岡市中央区天神⼀丁⽬８番１号
福岡市経済観光⽂化局創業・⼤学連携課
TEL 092(711)4637 FAX 092(711)4354
E-mail sogyodaigaku.EPB@city.fukuoka.lg.jp
HP http://startup-toshi.com/
Facebookページ https://www.facebook.com/startuptoshi

