5th.

NIPPON
VENTURE
AWARD
第5回
若 者などのロールモデル と な る よ う な 、
イ ンパクトのある新事業 を 創 出 し た

起 業家やベンチャー企業 を 表 彰 し 称 え る こ と に よ り 、
社 会全体のチャレンジ精 神 の 高 揚 を 図 り ま す 。

事務局：経済産業省 経済産業政策局 新規事業 創造推進室

事務局：農林水産省 大臣官房政策課 技術政策室

東京都千代田区霞が関1-3 -1

東 京都千代田区霞が関１-２-１

電話：03 -3501-1569

電話：03 -3502-5524

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

第５回

日本ベンチャー大賞は、若者などのロールモデルとなるような、インパクトのある新事業を創出した起業家やベンチャー企業
を表彰し称えることにより、起業を志す人々や社会に対し、積極的に挑戦することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸
透させ、もって社会全体の起業に対する意識の高揚を図ることを目的としています。
この度、経済産業省、農林水産省、
オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会が広く募集をかけて、第５回
「日本ベンチャー
大賞」
を実施し、有識者で構成される日本ベンチャー大賞審査委員会が、全国から寄せられた144件の応募のなかから、内閣総
理大臣賞（日本ベンチャー大賞）1件、経済産業大臣賞２件、農林水産大臣賞１件、審査委員会特別賞2件を選出いたしました。

5th.

NIPPON
VENTURE
AWARD

業 種 内 訳
シェアリングエコノミー／3社
2.1%

設 立後年数
その他
7.6%

１1社

フィンテック／4社
2.8%
バイオ／6社
4.2%

11年以上／19社
13.2%

教育／8社
5.6%

IT・サービス
78社

農林水産関連
12社

受賞者

8.3%

6~10年以下／50社
34.7%

54.2%

５年以下／75社

52.1%

製造／22社
15.3%

内閣総理大臣賞

日本ベンチャー大賞審査委員会 委員

（日本ベンチャー大賞）

池 田

株式会社 Preferred Networks

経済産業大臣賞

（ベンチャー企業・大企業等連携賞）
ラクスル 株式会社

ヤマトホールディングス株式会社

経済産業大臣賞
（女性起業家賞）

READYFOR株式会社

農林水産大臣賞
（農業ベンチャー賞）

株式会社ファームノートホールディングス

審査委員会特別賞

WHILL株式会社

株式会社ユーザベース

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

石村

和彦

公益社団法人経済同友会

高島

宏平

オイシックス・ラ・大地株式会社

根岸

修史

一般社団法人日本経済団体連合会

坂東

眞理子

藤 田

審査委員会特別賞

弘

晋

昭和女子大学

会長

副代表幹事／環境・資源エネルギー委員会

委員長、AGC株式会社

兼

会長

代表取締役社長
起業・中堅企業活性化委員会委員長、積水化学工業株式会社

相談役

理事長・総長

一般社団法人新経済連盟

副代表理事、株式会社サイバーエージェント

代表取締役社長

堀

義 人

グロービス経営大学院 学長、
グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表パートナー

松 田

修 一

早稲田大学

（審査委員長）

取締役

名誉教授、
日本ベンチャー学会

元会長
※50音順、
敬称略

-2-

内閣総理大臣賞

内閣総理大臣賞

（日本ベンチャー大賞）

（日本ベンチャー大賞）

ソフトウェアとハードウェアを融合し、
現実世界を計算可能にする。

Chainer

(チェイナー)

PFNが開発提供する国産のオープンソースの深層学習フレームワークです。
研究・商用ともに、世界で広く使われるPFNを代表する技術のひとつです。

株式会社 Preferred Networks

2019年4月機械学習・深層学習を活用したファナック株式会社のAI新機能製品を発表
〜機械の送り軸や主軸の異常度を提示する「AIサーボモニタ機能」〜

〒100-0004 東京都千代田区大手町１-６-１大手町ビル
https://www.preferred-networks.jp

事業のビジョン
深層学習をはじめとする機械学習技術の急速な発展は、様々な分野でイノベーションを起こしつつ
あります。PFNは深層学習などの最先端の技術を最短路で実用化することで、これまで解決が困難で
あった実世界の課題解決を目指しています。中でも、パーソナルロボットが実用化されれば、家の中な
どの生活空間のデジタル化が進み、現実世界も計算可能になっていきます。PFNは、そのような新しい
ロボットの時代をリードする技術を開発しています。

事業の概要
PFNは、交通システム、製造業、
バイオ・ヘルスケア、
スポーツ解析、
クリエイティブなどの分野において、
世界をリードする企業・組織と協業し、機械学習・深層学習技術をいち早くビジネスの現場に導入してい
ます。自動運転、工作機械・産業用ロボットの高度化、ガンの早期診断などの技術開発や、それらの研究
を支えるコア技 術として、深 層学習フレームワークCha i n e r、深 層学習に特 化したプロセッサー
MN-Coreも独自に開発しています。単に既存の深層学習技術を応用するだけでなく、手法そのものを

2018年12月に深層学習に特化した ディープラーニング・プロセッサー MN-Coreの開発を発表

PROF I L E

代表取締役社長 最高経営責任者

西川 徹

Toru Nishikawa

1982年 東京生まれ。

全自動お片付けロボットシステム

I PA 未 踏ソフト ウェア 創 造 事
業「 抽 象 度 の高いハードウェア

ハードからソフトまでフルスタックで開発できる技術力を持つ、世界でも数少ない企業のひとつである

物を掴む、置く、動作計画を立てる、人の指示に対応する

記 述 言 語 」開 発 代 表者、2006
年 第30回ACM/ICPC世界大会

など、ロボットが人の生活空間で仕事をするために必要な

ことがPFNの強みです。

物体認識・ロボット制御・音声言語理解技術に深層学習

19位、2007年 東京大学大学院

を用いることで、世界でも初めて実用レベルの精度・速度

情報理工学系研究科 修士課程

起業に至る経緯・動機

で部屋の全自動片付けを実現しました。

修了、2013年情報処理学会ソフ
トウェアジャパンアワード受賞

大学のクラスメートだった社長の西川と副社長の岡野原が大学院在学中の2006年に、東大・京大の
仲間等6人で、情報検索、自然言語処理、機械学習、分散システムなどの技術を用いたソフトウェアの
開発・販売を行う株式会社Preferred Infrastructureを創業しました。IoTの発展にともない、大規模
かつ多種多様なデータを処理する技術として注目される深層学習への取り組みを加速させるため、
2014年に株式会社Preferred Networksを設立しました。
トヨタ自動車株式会社、
ファナック株式会社、
国立がん研究センターなどの世界をリードする組織と協業し、先進的な取り組みを推進しています。
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経済産業大臣賞

経済産業大臣賞

ベンチャー企業・大企業等連携賞

ベンチャー企業・大企業等連携賞

仕組みを変えれば、
世界はもっと良くなる

オープンイノベーションで
物 流 業界の課題を解決

ラクスル 株式会社

ヤマトホールディングス株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎ニ丁目24番9号 アイケイビル1F
https://corp.raksul.com/

〒104-8125 東京都中央区銀座2丁目16番10号
http://www.yamato-hd.co.jp/

事業のビジョン

事業連携の概要

「仕組みを変えれば、
世界はもっと良くなる」
をビジョンに、
デジタル化が進んでいない伝統的な産業に、

ヤマトホールディングスは、様々な業界の企業間物流において付加価値の高いソリューション提供を

インターネットを持ち込み、産業構造を変え、より良い世界を実現することを目指しています。

目指し
「バリュー・ネットワーキング」
構想を推進しています。
また、
2017年4月にデジタルイノベーション

大企業中心に垂直統合で成立していた産業構造（製販一体型）を、プラットフォーム中心の水平分業

推進室を設置するなど、デジタルテクノロジーの活用を本格化させるとともに、自社の経営資源のみな

された産業構造（製販分離型）にアップデートすることにより、多重下請けでピラミッド型の20世紀型

らず、積極的にオープンイノベーションを通じた外部企業との連携を推進しています。

の産業構造を変革する事業を行っています。

テクノロジーを活用して業界課題を解決してきたノウハウを持つラクスルと、物流事業者として様々
な業界に顧客企業をもつヤマトHDは資本提携を行いました。荷主・納品先企業と物流事業者の双方が
抱える課題を同時に解決できるオープン型の物流プラットフォーム
「ハコベルコネクト」
の開発にあたり、

PROF I L E

事業の概要
2013年にリリースした、印刷のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」は、登録ユーザー数が70万
人を突破し、提携印刷会社数も着実に増加しています。
「印刷」領域に続き、2015年3月より「広告」領域
にも事業を展開し、ポスティング、新聞折込、交通広告など、インターネット広告以外のオフライン広告
市場の変革にも取り組んでいます。
また、2015年にリリースした物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」は、軽貨物事業からス
タートし、現在は一般貨物事業向けにサービスを拡大しています。2019年2月から開始した『ハコベル
コネクト』は、物流大手企業で既に導入が進んでおり、利用企業と共にサービス改善を行いつつ、物流

2008年慶應義塾大学商学部卒業。

卒業 後、ヤマト運 輸 株 式会社に

課題解決を提案する

2009年9月にラクスル株式会社
を設 立し代表 取 締 役社長CEO

例

に就任。

①輸送効率の向上
②輸送力の安定確保
③コスト低減

例

①荷待ち時間の解消
②配車手配の簡素化
③収入の安定、
拡大

例

①納品業務の簡素化
②事務作業の軽減
③コスト低減

物流事業者

納品先企業

荷主・納品先、物流企業が抱える”ムリ・ムラ・ムダ”に対する解決策の提案や、企業間で異なる商習慣から生じる、
相対で変わる”複雑な関係をシンプル”にする。

事業連携に至る経緯

印刷・広告のシェアリングプラットフォーム
「ラクスル」

ヤマトグループは、スタートアップの皆様との連携については、常に長期的視点で考え、当社による何

多くの企業コストを圧迫している点に着目しました。

らかの価値提供を通じて共に成長することを目的としています。

印刷業界市場は、
その約半分を大手2社が占め残りを約3万社で奪い合っています。
また多重下請けの

日本の物流業界においては、荷主・納品先企業と物流事業者間における、出荷や納品時の煩雑作業

「ピラミッド型」
構造になっているため、
業務の非効率さに加えて、
多額の中間マージンが発生していました。

や待機時間の発生、ドライバーや車両不足等により、社会的な機会損失が恒常的に発生しています。

その業界構造により、
中小印刷会社は
「本来受け取れるはずの報酬より低い額で仕事を請けている」
と

その一方で、デジタルテクノロジーの飛躍的な進歩に伴い、従来のサプライチェーンを抜本的に変革で

いう課題があり、
印刷発注側も
「印刷価格が高い／価格の根拠が不透明」
という課題が発生していました。
シェアリングプラットフォーム『ラクスル』をリリースしました。次いで2015年12月には物流のシェアリ
ングプラットフォーム『ハコベル』をリリースしました。

入社。同社常務執行役員、同社代
表取締役社長を経て、2019年当
社代表取締役社長に就任。現在
に至る。

荷主 企 業

起業に至る経緯・動機

上記の業界構造変革を目的とし、2009年9月にラクスル株式会社を設立し、2013年3月に印刷の

長尾 裕

Yutaka Nagao

1988年、高崎経済大学経済学部

A .T.カーニー株 式 会 社を 経て

サプライチェーンで発生する”社会的な機会損失”を解消

マンショックの真っただ中。コンサルタントとして企業にコスト削減提案を行う中で、
「印刷コスト」が

代表取締役社長

様々な業界の企業間物流に対して
テクノロジーを活用した”オープン型の物流プラットフォーム”の構築へ

松本 恭攝

Yasukane Matsumoto

業界全体の効率化をリードしています。

代表取締役社長の松本は、2008年に外資系コンサルティング会社に新卒入社しました。当時はリー

PROF I L E

物流業界の現状を広くオープンにして共有し、その開発に貢献できたと考えています。

代表取締役社長CEO

きる可能性が急速に高まりつつあります。ラクスルとヤマトHDのお互いの強みを活かし、様々な業界の
企業間物流の構造変革の実現を目指すことで合意し、資本提携に至りました。

物流のシェアリングプラットフォーム
「ハコベル」

弊社の基本的なスタンスは、ギブギブギブ＆テイク。この姿勢でこれからも積極的にスタートアップ
の皆様とのオープンイノベーションに取り組んでまいります。
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農林水産大臣賞

経済産業大臣賞
日本初の
クラウドファンディングサービス

READYFOR株式会社

牛用IoTセンサー「Farmnote Color」

（農業ベンチャー賞）

（女性起業家賞）

「生きる」を、つなぐ。

クラウドファンディングサービス
「Ready for」

株式会社ファームノートホールディングス

〒113-0033 東京都文京区本郷53310いちご本郷ビル3階
https://readyfor.jp/

〒080-0847 北海道帯広市公園東町1丁目3-14
https://farmnote-hd.com/

事業のビジョン

クラウド牛群管理システム「Farmnote」

事業のビジョン

READYFORは
「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」
をビジョンに、
日本初・国内最大級の

私たちは、人の心が豊かになれば世界は豊かになると信じています。人とのつながりを大切にし、心動く

クラウドファンディングサービス
「Readyfor」
を提供しています。

「驚き」を創り上げることで、そのワクワクが感情の輪として世界に広がり、地球に大きなインパクトを出せ

既存の金融サービスではお金が流れにくい分野であるNPOや医療機関、研究分野、その他公共セク

ると信じています。ファームノートHDは「生きる」を、つなぐ。をグループビジョンとし、技術革新を通じて持

ター、創業マーケットに資金調達の手段を提供すべく、多角的なパートナーとの協業を行っています。今後

続可能な地球の豊かさに貢献します。

はSDGs関連事業など、
「社会を持続可能にする新たな資金流通メカニズムの確立」
を目指しています。

農業IoTソリューション事業を展開するファームノートは「世界の農業の頭脳を創る」を企業理念とし、イ
ンターネット技術を活用して持続可能な食生産を実現したいと考えています。

事業の概要
2011年3月に日本初のクラウドファンディングサービス「Readyfor」をスタートし、1万件を超えるプ
ロジェクトを掲載し、累計84億円の資金を集めています。
（2019年5月時点）クラウドファンディングは
インターネット上に自分のやりたいプロジェクトの内容と必要な目標金額を掲載し、インターネット上で
不特定多数から資金を集める仕組みです。創業以来、
「教育」
「震災復興」
「国際協力」
「地域創生」など
様々なジャンルの活動をサポートしてきました。
「Readyfor」の特徴は、資金を募る実行者に対して、キュレーターと呼ばれる担当者がつきマンツー
マンでサポートを行う「フルサポートプラン」において、目標金額に到達するプロジェクトの割合が75%
（直近1年間）と、国内最高水準の達成率を誇ることです。フルサポートプランでは「プロジェクトページ
の構成」
「リターン（資金を募る人から、支援をした方へのお返しの品、サービス）の設計」
「プロジェクト

PROF I L E

事業の概要

創業者兼代表取締役CEO

米良 はるか

ファームノートは、これまで紙の台帳でアナログ管理をしていた牛の飼養記録や共有を、全てのスマート

Haruka Mera

デバイスで時間と場所を選ばず管理できる製品を提供しています。酪農・畜産生産者の働き方を含む業務
効率やコミュニケーションの改善、生産性向上に向けた経営判断に貢献すると導入生産者から高く評価さ

1987年生まれ。慶應義塾大学経

れています。

済 学部卒業。2011年に日本 初・

また徹底的にこだわったUIにより、誰でも簡単に操作できることからITに明るくない高齢の方でも簡単に利

国内最大級のクラウドファンディ

用できる点も評価されています。センシングした牛の活動データを人工知能で解析することで、気候環境・飼

ングサービス「Readyfor」の立ち

養形態・品種・個体毎に異なる牛の授精適期や体調変化を精度よく検知できる点に革新性があります。

上げを行い、2014年より株式会
社化、
代表取締役 CEOに就任。

起業に至る経緯・動機

みを提供しています。近年では、筑波大学や大阪大学など大学9校と提携を行い、研究費や教育の資金
を民間から集めるプログラムの実施や、自治体向けガバメントクラウドファンディングの提供など様々
な機関とパートナーシップを行っています。

CEO米良は、学生時代に東京大学のAI研究で著名な松尾豊先生に出会い、Readyforの前身である

代表取締役社長

小林 晋也

Shinya Kobayashi

1979年生まれ。北海道帯広市出
身。
旭川工業高等専門学校卒、
機
械工学専攻。
機械部品商社に入社
し、
FA(ファクトリーオートメーショ
ン)分野で精密機 械の拡販を担
当。2004年帯広市に有限会社ス

公開後サポート」などを中心にサポート体制をつくり、誰もがクラウドファンディングに挑戦できる仕組

起業に至る経緯・動機

PROF I L E

Readyfor ふるさと納税
https://readyfor.jp/furusato/

カイアークシステム（現 株式会社
スカイアーク）
を創業。
大手企業へ

2004年に代表の小林が北海道帯広市にてシステム開発会社スカイアークを立ち上げました。そのよう

のCMS・ブログシステム・社内SNS

な中で地元の畜産生産者からデータ管理の効率化に関する相談があり、牧場の実情を見たところアナログ

の普及に貢献。
2013年に
「世界の

な部分が多く、ICT（情報通信技術）によって改善できる効果が大きいことに気づきました。また、農業に関

農業の頭脳を創る」という想いか

する国内外の現状や将来を把握するにつれ、地元十勝の基幹産業である農業を強くすることで北海道、

ら株式会社ファームノートを創業。

日本、そして世界における農業分野の重大な課題を解決し、十勝から世界的な企業を作り上げたいとの考え

2016年にファームノートホール

に至り、2013年にファームノート、2016年にファームノートHDを設立しました。
製品開発には酪農・畜産現場の業務や経営に関する知識と経験が必要です。生産者の所得（生産性）を少

ディングスを創業、日経ビジネス
「 次 代 を 創 る1 0 0人 」に 選 出 。

投げ銭サイト「チアスパ！」を立ち上げました。
「チアスパ！」ではパラリンピックスキーチームのワックス

しでも上げるという点にコミットし、我々の理念に共感し後押ししてくれる生産者の方々をアンバサダーと呼

2 019 年日 経 B P「 第 17 回日 本

代を集めるプロジェクトを掲載し、約110万円の資金調達を達成しました。テクノロジーによって個人が

びコミュニティを構築しています。彼らから徹底的にフィードバックを頂き、製品に反映させることで開発の

イノベーター大賞・日経ビジネス

新しい形でお金を集められることに強く惹かれ、スタンフォード大学での留学を経て、2011年3月にクラ

質とスピードを向上させています。我々は人と人との繋がりがイノベーションを産み出すものと信じており、

Raise賞」を受賞。

ウドファンディングサービス「Readyfor」をスタートしました。

アンバサダーの存在が我々の大きな成長源泉の一つとなっています。
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審査委員会特別賞

審査委員会特別賞

すべての人の移動を
楽しくスマートに

経済情報で、世界を変える

WHILL株式会社

株式会社ユーザベース

〒230-0045 神奈川県横浜市産学共同研究センター実験棟F区画
https://whill.jp/

〒106-0032 東京都港区六本木7-7-7 TRI-SEVEN ROPPONGI 13F
https://www.uzabase.com/
PROF I L E

事業のビジョン

事業のビジョン

WHILL社は、
「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションとして、世界中の歩道領域に

「経済情報で、世界を変える」
をミッションに掲げ、
あらゆる経済情報を人とテクノロジーの力で整理・分析・

おいて、新しい移動のスタイルを生み出しています。これまで、デザインとテクノロジーの力を生かした、

創出し、世界中のビジネスパーソンの生産性を高め、創造性を解放していく世界の実現を目指しています。

車椅子の概念を超えるモビリティをグローバルに展開してきました。今後、自動運転技術などを用いた

事業の概要

を行います。

当社は以下の4つを原則として事業展開をしています。

パーソナルモビリティとMaaSを事業の柱としています。パーソナルモビリティ事業では次世代車椅子
WHILLの開発、販売をしています。世界的な高齢化に伴い長距離の歩行を困難と感じる高齢者は増加
しており、日本では後期高齢者の過半数である約1,000万人が、500m以上歩行するのが困難です。労
働人口が減少する中、介助に関する人手不足も大きな課題です。WHILLは、歩行困難者や免許返納者
の新しい移動手段として、日本、北米、欧州で販売・レンタルされています。起業当時から海外展開を見
据え、各国の法規制を前提とした製品開発を行ったことで、設立7年弱でスピーディーに海外販路を拡
大してきました。
MaaS事業では、世界的な高齢化に伴い歩行困難者が増加していることを受け、電車、車、バスなど既
存の交通機関を降りた後の「ラストワンマイル」の移動の最適化を行います。自動運転・IoT機能を搭載
したモビリティを空港や商業施設、公道などでシェアリング利用する「歩道領域のための新モビリティ

稲垣 裕介
Yusuke
Inagaki

アビームコンサルティングに入社

新しいサービスにより、既存の交通機関を降りてから目的地までの「ラストワンマイル」の移動の最適化

事業の概要

代表取締役社長
（共同経営者）

PROF I L E

1. 経済情報の領域で、

代表取締役兼CEO

2.世界を変えるプロダクトであり、

杉江 理

3.人とテクノロジーの力を使い、

Satoshi Sugie

4.プラットフォーム型のビジネスであること
主要サービスの1つである企業・業界情報プラットフォーム「SPEEDA」は、世界200カ国、580万社の企

日産自動車 開 発本 部を経て、

業データ、180万件のM&A情報、3000以上の業界レポートなど、企業・業界分析に必要なあらゆる情報を

中国南京にて日本語教師に従事、

提供しています。

その 後 2 年 間 世界 各地を回る。

もう1つの主要サービスであるソーシャル経済メディア「NewsPicks」においては、国内外100メディアの

2012年にWHILL株式会社を設

ニュースのほか、NewsPicks編集部が作成するオリジナル記事も配信。経済ニュースを業界人や専門家のコ

立。2017年シリコンバレービジネ

メントとあわせて読むことでニュースを多角的に読み解くことができます。

スジャーナルが選ぶ40歳以下の

2018年には米国クオリティ経済メディア「Quartz」を買収し、新プラットフォームサービス「Quartz」と有

経営者40人の一人選出。

料会員サービス「Quartz Membership」の提供もスタートいたしました。
現在では、
上海、
香港、
シンガポール、
スリランカ、
米国への進出に加え、
2019年にはタイにも拠点を設立し、

サービス」を提供し、高齢者の社会参加、労働の機会を広げます。海外の複数の空港でも導入検討が進

海外展開も進めています。

んでいます。

し、
テクノロジーインテグレーショ
ン事業部にて、
プロジェクト責任
者として全 社システム戦 略の立
案、構築、金融機関の大規模デー
タベースの設計、構築等に従事。
豊富なシステム技術の知識、経験
を基に株式会社ユーザベースを
設立。2017年よりユーザベースの
代 表 取 締 役に就 任 。S P E E DA
事業におけるCEOも兼務。
代表取締役社長
（共同経営者）

梅田 優祐
Yusuke
Umeda

戦略系コンサルティングファーム
のコ ー ポレイトディレクション
（CDI）、UBS証券投資銀行本部
の東 京 支 店を経て、2 0 0 8 年に
新野良介・稲垣裕介と共にユーザ
ベースを創業。ニューズピックス

起業に至る経緯・動機

起業に至る経緯・動機

共同創業者である梅田が投資銀行で働いていた際、仕事の大部分はビジネス情報の収集と整理でした。

WHILLは、一人の車椅子ユーザーの「100m先のコンビニに行くのをあきらめる」という声から生まれ

国会図書館に行き大量の資料をコピーし持ち帰る日々。BtoCの世界ではGoogleやFacebookなどが効率

ました。段差や悪路など物理的なハードルとともに、昔から変わりない車椅子のデザインや、
「車椅子に

的な情報アクセスを実現している一方で、企業データは金融情報サービスから、統計データは官公庁サイト

乗っている人」として見られることが外出の心理的なバリアでした。
それを聞き、当時、社会の課題をテクノロジーで解決することを目指していた、日産出身の杉江、オリン
パス出身の福岡、ソニー出身の内藤らが2012年に会社を設立しました。

から、決算データは各社サイトからと、BtoBの世界では非効率で非合理なままでした。
そこで、
「BtoBの世界で情報アクセスを効率的にしたい」という強い思いから、当時同僚の新野と、高校

CES2019にて発表した
WHILL自動運転モデル

時代の同級生だった稲垣に声をかけ、2008年、3人でユーザベースを創業しました。
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代表取締役会長CEO、および
Quartz Media, Inc.の
Chairmanも務める。

