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カーブアウトスタートアップの事例

No. 起業時期 カーブアウト企業名※1 カーブアウト元企業 資⾦調達の有無※2 事業概要※3

 1 2017年6⽉ 株式会社IDDK 株式会社東芝 〇
顕微観察装置「MID(マイクロ・イメージング・デバイス)」開発及び、持ち運べるコンパクトな顕微鏡コンセプトモデル「GUAIS1st」の開発及び、⼩さく、軽量な⾃発光イ
メージング観察装置⾃発光イメージング観察装置「i-Vesa(アイベーザ)」の開発

2 2017年7⽉
Axcelead Drug Discovery 
Partners株式会社

武⽥薬品⼯業株式会社 ×（INITIALページ無） 創薬研究に係る事業に関連するアドバイザリーおよび業務の受託等

3 2017年8⽉ 株式会社NeU
⽇⽴グループ（株式会社⽇⽴ハイ
テク）

〇
認知脳科学の知⾒と携帯型脳計測技術を基に、社会のさまざまな分野で⼈にフォーカスしたソリューションを事業展開。⽇常に近い環境で脳活動を計測することができるウェ
アラブルなNIRS（光トポグラフィ)を提供。その他、企業向けコンサルティングサービスとしてニューロマーケティング・感性評価や、⽇常で使える⼩型の脳活動センサーを
活⽤した科学的根拠に基づいた商品・サービスを提供

4 2017年9⽉ 株式会社エヌエスアイテクス 株式会社デンソー ×（INITIALページ無） 半導体IPおよび関連ツールの開発・ライセンス販売、保守メンテナンス、エンジニアリングサービス

5 2017年11⽉ 株式会社TRUST DOCK 株式会社ガイアックス ×（INITIALページ無）
デジタル社会における本⼈確認サービスを軸に事業を展開。犯罪収益移転防⽌法をはじめとした、様々な業法に対応したKYC業務を代⾏できるe-KYC/本⼈確認APIサービスの
提供。オンラインでの本⼈確認を実現する本⼈確認専⽤ソフトウェアであるデジタル⾝分証アプリ「TRUSTDOCK（トラストドック）」と本⼈確認API基盤を提供する
RegTech/SupTechサービスを提供

6 2018年1⽉ ファイメクス株式会社 武⽥薬品⼯業株式会社 〇
タンパク質分解を作⽤機序とした新規医薬品の研究開発を進める創薬スタートアップ。
独⾃のE3リガーゼ結合分⼦と創薬基盤技術「RaPPIDS」を基に、これまでundruggable（創薬困難）とされてきたがん疾患に関連するタンパク質を標的とする複数のFirst-in-
class新薬開発プログラムを進める

7 2018年1⽉ 株式会社GOYOH 株式会社ASTERISK 〇 国内外の不動産・商業施設・住居⽤ITサービスの開発・運営。不動産ESGテックサービス「EaSyGo」を展開

8 2018年2⽉ dotData, Inc. ⽇本電気株式会社（NEC） 〇 AIを活⽤してデータサイエンスプロセス全体を⾃動化するソフトウェア「dotData」の開発・提供

9 2018年2⽉ 株式会社ジェクスヴァル 武⽥薬品⼯業株式会社 〇 難治・希少疾患疾患を対象とした医薬品の研究開発および関連業務

10 2018年2⽉ 株式会社AGEST 株式会社デジタルハーツ ×（INITIALページ無） 品質コンサルティング/テストソリューション事業、システムインテグレーション事業、サイバーセキュリティ事業、および上記に関わる教育研修事業

11 2018年4⽉ RUN.EDGE株式会社 富⼠通株式会社 〇
スポーツ分野向け映像検索・分析サービスの開発・提供を⼿がける。プロ野球向けアプリケーション「PITCHBASE」、サッカー・バスケ・ラグビー他フィールドスポーツ向
けアプリケーション「FL-UX」の展開。授業映像をノートにする学習塾向けオンライン教育映像プラットフォームサービス「TAGURU」の展開

12 2018年4⽉ 株式会社バトンズ 株式会社⽇本M&Aセンター ×

インターネットを利⽤したM&Aマッチング及び経営コンサルティングウェブサイトの企画、制作、運営及び管理、M&Aに関する各種教育を展開。事業承継者向けプラット
フォーム「Batonz（バトンズ）」の運営。ベンチャー企業と積極投資企業との事業提携・資本提携に向けたマッチングサービス「Batonz Ventures（バトンズベンチャー
ズ）」の運営。
M&A・第三者承継に必要な実践ノウハウを総合的に学べる教育サービス「バトンズM&A⼤学」を展開
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13 2018年5⽉ 株式会社MyRefer パーソルキャリア株式会社 〇
⼈事・社員・友⼈がリファラル採⽤を簡単に、楽しく促進できるリファラル採⽤プラットフォーム「MyRefer（マイリファー）」の展開。課題の抽出、社内プロモーションな
どの⽀援を専任コンサルタントがサポートし、エンゲージメント向上に向けた組織課題の解決を⾏うコンサルティング「Referral Partners」の提供。企業とのつながりを活か
し、出戻り応募＆退職社員による紹介を促進するサービス「MyRefer Alumni」の展開。新卒採⽤のリファラル採⽤サービス「MyRefer Campus」の提供

14 2018年9⽉ ミツバチプロダクツ株式会社 パナソニック株式会社
Scrum Venturesとパナソ
ニックの合弁会社から出資

固形チョコレートを短時間で溶かしてドリンクにするスチームブレンダー機構「∞ミックス（インフィニミックス）」の開発。ドリンクのためのプレミアムチョコレート「イ
ンフィニ・ビター」「インフィニ・ミルク」の提供。チョコレートドリンクの店舗導⼊から運営・レシピ提案までをサポートする総合サービス「CHOCOLATLISTA 
PARTNER」を展開

15 2018年10⽉ 株式会社micro-AMS JSR株式会社 〇
熱可塑性プラスチック成形の技術である「光成形（Photon Molding）」を⽤いた近⾚外線照射成形システム及びマイクロ波照射成形システムの研究、開発、提供。
マイクロ波照射成形システム「Amolsys」シリーズの展開

16 2018年10⽉ Gluee株式会社
フリーダムアーキテクツデザイン
株式会社

×（INITIALページ無）
不動産TEC事業としての「Gluee KASIKA」の販売及び運⽤⽀援、及びWebマーケティング⽀援事業としての、Webコンサルティング、Webサイト制作・LP制作、コンテンツ
マーケティング、メルマガ/シナリオメール設計・配信、SNS運⽤⽀援、広告運⽤代⾏、その他業務⽀援を展開

17 2018年11⽉ KOTOBUKI Medical株式会社 寿技研⼯業株式会社 〇 ⼿術トレーニング⽤品等の医療関連機器を製造するメーカー。植物由来の⼿術トレーニング⽤模擬臓器「VTT（Versatile Training Tissue）」の開発・製造

18 2018年11⽉
株式会社コムレイズ・イン
キュベート

株式会社カリーグズ ×（INITIALページ無） ベンチャー投資事業 / 営業⽀援事業 / 採⽤⽀援事業

19 2018年11⽉ MNTSQ株式会社 株式会社BEDORE 〇
⼤企業向け契約データベース「MNTSQ for Enterprise」の提供。契約関連データをMNTSQ for Enterpriseに移管すると、契約の相⼿⽅・契約締結⽇・有効期限や取引⾦額な
ど、契約管理や電⼦帳簿保存法の対応に必要な情報を、契約書に特化したOCRでデータ化し、機械学習を活⽤して抽出することができる

20 2019年2⽉ 株式会社アントレ 株式会社リクルート 〇 独⽴・開業領域における求⼈メディアの運営事業

21 2019年2⽉ 株式会社アークメディスン エーザイ株式会社 〇
世界で物質特許を取得した有機合成試薬と、それらの応⽤ノウハウで構成された、優れた特徴を有する新薬候補化合物を短期間で⽣み出すための創薬合成プラットフォーム
「HiSAP」を提供

22 2019年3⽉ 株式会社BuyChemJapan 株式会社⼤真 ×
国内外の化学業界のメーカー、バイヤー双⽅のニーズや商慣習を深く理解しており、化学メーカーの営業プロセスのDXを推進すると共に、国内の化学品を国外のバイヤーへ
プロモーションを実施。参画いただいたメーカーは、デジタル化を通じて営業業務の効率性向上やデータ活⽤といった取組みを進めることが出来る

23 2019年3⽉
クオンタムリープベンチャー
ズ株式会社

クオンタムリープ株式会社 ×（INITIALページ無） ゼロイチの新規事業⽴ち上げや、グロース⽀援等を⾏う「スタートアップスタジオ」事業を運営

24 2019年4⽉ ユビ電株式会社 ソフトバンク株式会社 〇 電気⾃動⾞向けの充電インフラ構築サービスの展開。IoT技術を活⽤した電気⾃動⾞充電サービス「WeCharge」の提供

25 2019年6⽉ 株式会社OPExPARK 株式会社デンソー 〇
⼿術プロセスの「視える化」を可能にする術中情報融合プラットフォーム「OPeLiNK（オペリンク）」の開発・提供。「OPeLiNK」は、⼿術室で使⽤されている通信規格の
異なる様々な既存の医療機器のデータを時間同期して記録・⾃由な表現⽅法で提⽰・リアルタイムに配信することが可能。OPeLiNKで記録した情報を共有する⼿術教育サー
ビス「opeXpark（オペパーク）」の提供
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26 2019年6⽉ 株式会社MENOU 株式会社ニコン 〇
⾼速AI検査ソフトウェアを中⼼に、各種製造業への導⼊⽀援を展開。専⾨知識無しに、GUI操作のみで複雑な検査・検品をAI化するためのアプリケーション「MENOU-TE（メ
ノート）」及び撮像構成の構築からAI運⽤まで、⽬視検査⾃動化に必要なソリューションをワンストップ導⼊サービス「MENOU-IN」、既存の画像検査装置をAI化し、検査能
⼒を⾼める「MENOU-EM」を提供

27 2019年7⽉ 株式会社TOUCH TO GO JR東⽇本スタートアップ株式会社 〇 無⼈決済などの省⼈化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

28 2019年7⽉ ななし株式会社 クローバーラボ株式会社 〇 ブランド腕時計の⽉額制レンタルサービス「KARITOKE（カリトケ）」を運営及び、メンズファッションレンタルサービス「leeap」の運営

29 2019年8⽉ 株式会社BIZIT 株式会社Tryfunds 〇 グローバルM&Aプラットフォーム「BIZIT M&A（ビジットM&A）」の運営及び、⽇本企業の海外展開及びM&Aの⽀援

30 2019年8⽉ 株式会社ゼロゼロワン ココン株式会社 〇 IoT機器のシステム解析、コンサルティングサービス、調査研究、啓蒙活動等

31 2019年9⽉
ナノブリッジ・セミコンダク
ター株式会社

⽇本電気株式会社（NEC） 〇 半導体スイッチと半導体メモリの両社を同時に置き換え可能な新しい不揮発スイッチ「NanoBridge（ナノブリッジ）」を提供

32 2019年 株式会社Sider 株式会社フィックスターズ ×（INITIALページ無） ⾃動コードレビューサービスの「Sider」や修正漏れバグ検知ソリューション「Sider Scan」を提供

33 2020年1⽉ エピックベース株式会社 株式会社メディアドゥ 〇
⾳声⾃動⽂字起こしサービス「スマート書記」等のサービス開発・運営。スマート書記は、⾳声を活⽤して議事録作成の効率化を⽀援するクラウドサービスで、議事録の「作
成・共有・管理」を簡単に⾏うことができ、対⾯やWeb会議⾳声を録⾳し、AIで⾃動的に⽂字起こしをしたり、専⽤エディタを活⽤することで議事録作成の省⼒化ができる

34 2020年1⽉
株式会社みらいリレーション
ズ

株式会社みらい創造機構 × 新規事業開発（先端技術やデータを利活⽤）、マーケティング、PR

35 2020年2⽉ 株式会社EVERING 株式会社MTG 〇 Visaのタッチ決済に対応した、キャッシュレス決済＋ドア解錠機能搭載のリング型ウェアラブルデバイス「EVERING（エブリング）」を提供

36 2020年2⽉ アルケリス株式会社 株式会社ニットー × ⻑時間の⽴ち仕事での⾜腰の負担を軽減するアシストスーツ「アルケリス」の開発・販売

37 2020年4⽉ avatarin株式会社 全⽇本空輸株式会社（ANA） ×
既存移動⼿段の課題を解決すべく、体を移動させず⼈の意識と存在感のみを伝送し、リアル空間を検索して瞬間移動することができるプラットフォーム「avatarin（アバター
イン ）」を開発。「avatarin」プラットフォームを介して、体を移動させずに⼈の意識と存在感を伝送する新たな移動⼿段「newme（ニューミー）」を開発。移動したい場所
にある「newme」を選択することで、⾒て、話して、歩きまわることができる

38 2020年4⽉
株式会社IDOM CaaS 
Technology

株式会社IDOM 〇 カーリース事業、レンタカー事業、カーシェアリング事業を展開及び、⾞のサブスクリプションサービス「ノレル（NOREL）」、個⼈間カーシェアアプリ「Go2Go」の運営
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39 2020年5⽉ コングラント株式会社 リタワークス株式会社 〇
NPOの総合ファンドレイジング・プラットフォームを運営。オンライン上でのクレジット決済から、寄付者や会員管理、領収書の⾃動⽣成・発⾏まで⼀元化でき、寄付に関わ
る事務局業務の効率化ができる

40 2020年6⽉ rinna株式会社 Microsoft ×（INITIALページ無）
AIが⽂脈に応じた会話⽂を⾃動⽣成して⼈間と⾃然に会話する「共感チャット」や、作りたいキャラクターの性格や⼝調をAIに反映させる「Style Transfer Conversation」な
どの技術を開発。これらの技術を応⽤し、LINEで会話できるAIチャットボット「りんな」、会話や⾳声をカスタマイズしてキャラクター性を持ったAIの開発ができる法⼈向け
製品「Rinna Character Platform」、マイAIキャラクターを育成できるアプリ「キャラる」などを提供

41 2020年7⽉ 株式会社ハピネスプラネット 株式会社⽇⽴製作所 ×（INITIALページ無） 個⼈及び組織のハピネス向上を⽬的とする、ソフトウェア・サービスの提供

42 2020年9⽉ 株式会社FMG 株式会社IDOM 〇
アフリカで誰もが安⼼・安全に⾞のオーナーになれるサービスを提供。
フリートマネジメントツールと信⽤情報プラットフォームを軸に現地のドライバー向け事業を展開。

43 2020年10⽉ G.U.テクノロジーズ株式会社 G.U.Labs株式会社 〇
誰でも簡単にブロックチェーンを構築できるBaaS（Blockchain as a Service）である「G.U.Blockchain Cloud」の提携。DApps対応Webサイトでのコンテンツ取引を実⾏可能
なカード型UIのEthereumウォレット「Lunascape Wallet」の開発、提供。ブロックチェーン開発の体験や情報発信サイト「G.U. net」の運営。⽇本発Ethereum互換チェーン 
「Japan Open Chain」の提供。ブロックチェーンコンサルティングやソリューション・サービスの提供、ブロックチェーンコンソーシアムの運⽤

44 2020年11⽉
フードテックマイスター株式
会社

株式会社ユーハイム ×（INITIALページ無）
お菓⼦や飲⾷のBtoB市場において、バウムクーヘン専⽤AIオーブン「THEO(テオ)」や、国内外のフードテック系スタートアップ企業が持つフードテック機器の設置・貸出、
商品開発から製造・販売、PR・マーケティングまでをワンストップでサポート

45 2020年12⽉ 株式会社IKIGAI 株式会社ファモット × 実践型ビジネス・インターン「プロキャリ」を運営

46 2021年2⽉ 株式会社fixU one knot trade株式会社 〇
実店舗のデジタル化・無⼈化⽀援サービス「fixU（フィックスユー）」を提供。店舗運営者にはダッシュボードを提供し、顧客管理・請求管理・決済を顧客に紐付けてワンス
トップで提供

47 2021年3⽉ 株式会社エイトノット 株式会社 Marine X 〇
EVロボティックボート及びオンデマンド型⽔上輸送システムを開発。ロボティクスの技術を船舶に適⽤させ、港と港つなぐ⾃律操船技術を開発し、それを利⽤したより快適
な⽔上モビリティを開発

48 2021年3⽉ 株式会社ミライ⼯事 太陽⼯業株式会社 ×（INITIALページ無） ⼯事写真台帳アプリ『ミライ⼯事』の開発運⽤

49 2021年3⽉ 株式会社Smash 株式会社Macbee Planet 〇 マーケティング・コンサルティング及びデータ分析・解析

50 2021年4⽉ 株式会社Ashirase 本⽥技研⼯業株式会社 〇 視覚障がい者向け歩⾏ナビゲーションシステム「あしらせ」の開発、販売、運⽤。

51 2021年6⽉ 株式会社ソーシャルPLUS 株式会社フィードフォース ×（INITIALページ無） ID連携やソーシャルログインを⼿軽に導⼊できるSaaS「ソーシャルPLUS」を開発・提供しています。
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52 2021年7⽉ 株式会社 ALGO ARTIS 株式会社ディー・エヌ・エー 〇 AIを活⽤した最適化ソリューションの開発、運⽤

53 2021年8⽉ 株式会社ゼロボード 株式会社A.L.I. Technologies 〇
企業の脱炭素化経営をサポートするCO2排出量算出クラウドサービス「zeroboard（ゼロボード）」を提供。企業活動やそのサプライチェーン由来のGHG排出量を、国際基準
であるGHGプロトコルに基づいて算定・可視化できる

54 2021年8⽉ 株式会社e-Craft 株式会社NTTドコモ ×
プログラミング教育サービス「embot（エムボット）」の企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守及びプログラミングスクール「embot creative lab」の経営

55 2021年8⽉ 株式会社kickflow 株式会社SmartHR 〇 クラウド稟議・ワークフロー「kickflow」の提供

※1 出向起業に関する企業を除く
※2 プレスリリース配信サービスのPR TIMESの公開情報を基に調査
※3 掲載時の公開情報を基にみらい創造機構にて作成


