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J-Startupとは

日本では約1.5万社のスタートアップが日々新しい挑戦をしています。

しかし、グローバルで活躍する企業はまだ一部。

世界で戦い、勝てる企業を作り、世界に新しい価値を提供する。

J-Startupは、民間の目利き力で選ばれた企業を官民で集中支援し、

スタートアップの成功モデルを創出します。

「ブーム」から「カルチャー」へ。

ここで生まれた成功企業がスタートアップの地位を高め、

日本のスタートアップ・エコシステムをさらに強くします。

日本のスタートアップに次の成長、世界に次の革新を。
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J-Startupへの支援

政府関係機関

（事務局：METI、NEDO、JETRO）

民間の支援

大企業、大学、VC、

アクセラレーター等
政府の施策を活用する際に

優先枠や加点制度を設ける

METI・NEDO・JETROによる事務局が中心となり、「特待生」とサポーター、政府機関を
結びつけ、タイムリーかつスピーディな支援を実現します。

【政府の支援の例】

 J-Startupロゴの使用、PR支援

 政府の海外ミッションへの参加

 海外・国内大規模イベントへの出展支援

 イノベーションハブによる海外展開支援

 各種補助金等の支援施策における優遇

 ビジネスマッチング

 規制等に関する要望への対応 等

【民間の支援の例】

 事業スペース、検証環境、解析機器の提供、

実証実験の協力

 アクセラレーション、モノづくり支援

 専門家・ノウハウを持つ人材によるアドバイス

 自社顧客・関係会社等の紹介 等
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J-Startupの選定プロセス

予備審査
による

第三者チェック
プロセス

（選定プロセスの進め方等
について審査）

（学識経験者や弁護士等
で構成）

推薦委員
からの推薦
（5社ずつ）

グローバル市場で急成長

し、日本のイノベーションを
牽引する可能性を持つ

スタートアップ

推薦基準

①推薦・②集計プロセス 選定

経済産業省・
事務局により
「J-Startup」
として選定

・推薦委員
による
重みづけ

・政府の
表彰・採択
実績

等を踏まえ
数値化した
集計を行
い、絞り込

み

③第三者チェック

推薦の視点

経営理念、 新規性 優位

性、 成長性、 国際性、社会

課題（政策課題）への対応

等

トップベンチャーキャピタリスト、アクセラレーター、大企業のイノベーション担当、大学・研究機関関係者等が

グローバルに成長する潜在力のあるスタートアップを５社、順位付けをして推薦。集計結果を外部審査委員

会が推薦内容を尊重しつつチェック。選ばれたスタートアップ企業をJ-Startup企業として選定。
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J-Startupの第３次選定

第１次選定 ９２社 （2018年６月）

第２次選定 ４９社 （2019年６月）

第３次選定 ５０社 （2021年10月）

J-Startup は 合計１８８社に

※ 第１次・第２次の選定企業のうち、３社については、M&A、解散等

今回の選定のポイント

〇 新規成長企業の追加 医療、宇宙、モビリティ、DX 等

〇 推薦人追加による幅広いスタートアップの追加 クリーンテック SDGs等
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J-Startupの第３次選定企業の概要

男性
88%

女性
12%

シード

6%

A
28%

B
22%

C
22%

D
10%

F
2%

その他
10%

東京都
66%関東

4%

関西
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九州
8%

中四国
6%

東北
2%

分野別の割合

資金調達シリーズ

地域比率

経営者の男女比率

医療/ライフサイエンス
20%

ロボット/モビリティ/

宇宙
14%

DX/サービス/プラットフォーム
42%

環境/エネルギー/社会
24%
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J-Startupの第３次選定企業の例 医療 ①

AIメディカルサービス

2017設立

• 内視鏡に特化した画像診断支援AIの開発。

• 臨床医が「病変見落とし」「大量の二重

チェック」といった現場の悩みを解決する

ために創業。東大病院、慶大病院、がん研

有明など主要な病院と共同研究を実施し、

AI画像診断の精度を向上。

• 日本の軟性内視鏡は機器シェアが世界の

98%で専門医の技量も世界一であり、AI診

断もトップレベルに。

• データやテクノロジーを活用し医療を革新。

• オンライン診療サービスcuronは、全国で多数

の医療機関に導入済。オンライン服薬指導

サービスも提供。コロナ対策として東京都医

師会等でも採択。

• 医薬品の臨床開発支援やデジタルセラピュー

ティクスの開発、医療の進化に合わせたこれ

までにない新しい保険商品等を開発。

• 経営チームは医師と、戦略コンサル、投資銀

行等出身者。

MICIN

2015設立
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J-Startupの第３次選定企業の例

糖鎖工学研究所

2012設立 評価額107億円

• 高度に制御された均一な糖鎖構造をもつ

バイオ医薬品の製造を行う。（糖鎖とは

核酸、タンパク質に次ぐ第三の生命鎖）

• 大阪大学との共同研究で培った技術を基

に、安価で高品質な糖鎖を医薬品業界へ

提供。薬剤効果の持続、アレルギー反応

低下、特定臓器・細胞へのターゲティン

グ、感染症治療への応用可能性有。

• VLPワクチン（ウイルスの遺伝子がない

ため、感染はせずに免疫反応だけを引き

起こす。安全かつ圧倒的に少量で効果）

による新薬の開発。

• 新型コロナウイルス感染症に対するワク

チンを、AMED等の公的機関の支援を受け

ながら、研究・開発中。

• マラリア、デングなどの感染症ワクチン

や、がんの治療用ワクチンも開発。

VLPセラピューティクス・ジャパン

2020設立 評価額 データなし

医療 ②



J-Startupの第３次選定企業の例 モビリティ・ロボット

AGRIST

2019設立

• 農業の人手不足と高齢化の課題解決のた

めにAIを活用した農産物の自動収穫ロ

ボットを開発。

• 「100年先も続く持続可能な農業を実現す

る」をビジョンに、「テクノロジーで農

業課題を解決する」をミッションに掲げ

る。

SkyDrive

2018設立

• 「空飛ぶクルマ」の実用化、未来のモビ

リティ社会への貢献を目指し、航空機・

ドローン・自動車エンジニアが一体とな

り、「空飛ぶクルマ」及び「物流ドロー

ン」を開発。

• 「100年に一度のMobility革命を牽引す

る」をミッションに掲げる。
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J-Startupの第３次選定企業の例 宇宙

GITAI Japan

2017設立 評価額 80億円

• 宇宙用作業ロボットの研究開発・製造。

• 宇宙ステーション船内外の作業、軌道上

サービス(衛星への燃料補給・修理、デブ

リ除去サービス) が可能な船外ロボット

アームや、月面探査・基地開発作業の各

領域の汎用作業のロボット化を目指す。

• 「宇宙に安価で安全な作業手段を提供す

る」をビジョンに掲げる。

Synspective

2018設立

• 高性能の小型レーダ衛星によるコンステ

レーション（衛星群）を形成し、生成

データとAIを用いた解析ソリューション

を提供。

• 内閣府Impactプログラムの成果を応用。

災害対応やインフラ開発等で事業化。

• 「新たなデータとテクノロジーにより人

の可能性を拡げ着実に進歩する「学習す

る世界」の実現」がミッション。
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J-Startupの第３次選定企業の例 DX ①

• 行政サービスのデジタル変革を推進。

• 事業者向けに登記簿謄本・印鑑証明書を

オンライン請求できるサービスや、自治

体・官公庁向けにあらゆる行政手続きを

スマートフォンで完結できるデジタル行

政プラットフォームサービスを展開。

• 札幌市、横浜市、神戸市、福岡市など主

要自治体はじめ多数の行政機関が活用。

• 「Digital Government for the People」をコ

ンセプトとしている。

グラファー

2017設立

• 建設業界の現場管理・工程管理のDX推

進。

• 事務所と現場でバラバラに管理されてい

た写真・図面をクラウドで一元管理。ス

マホアプリで事務所の作業を現場で完

了。

• 世界の建設業界のプラットホームを目

標。

• 海外からも投資を受けるなど、投資家か

らも高評価（累計資金調達額は総額約87

億円）。

アンドパッド

2014設立
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J-Startupの第３次選定企業の例 DX ②

• 働きたい時間と働いてほしい時間をマッ

チングするスキマバイトサービスを展

開。

• 「働き方」を時代に合わせてアップデー

トしていくことで、潜在労働力を喚起

し、社会課題解決の実現を目指す。

• 履歴書・面接なしですぐに働くことがで

き、勤務後すぐにお金を受け取ることが

できるサービス。

• 創業者は大学在学中に起業し、2018年８

月のサービスリリース以降、金融機関か

らの借入を含む累計調達額は約90億円。

タイミー

2017設立 評価額290億円（経済産業省調べ）

• AI搭載型IP電話「MiiTel」提供による企
業の生産性向上支援。

• AIが電話応対を文字起こし・音声解析
し、顧客管理システムと自動連携。教育
やセルフコーチングを支援し、営業の成
約率向上に貢献。

• 「コミュニケーションを再発明し、人が
人を想う社会を創る」がミッション。

RevComm

2017設立 評価額86億円
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J-Startupの第３次選定企業の例 クリーンテック

TBM

2011設立 評価額1336億円

• 石灰石からプラスチックや紙の代替となる新

素材LIMEX（ライメックス）を開発、

再生材料CirculeX、資源循環ビジネスを展

開。

• LIMEXを使用した製品は羽田空港、ヨドバシ

カメラの袋や吉野家のメニュー表など、

6,000社以上の企業・団体が採用。自治体や

企業と取り組む、LIMEXのマテリアルリサイ

クル、資源循環の事例も多数存在。

• 枯渇リスクが低い石灰石を使用し、ライフサ

イクル全体でCO2排出を抑制、グローバルで

「サステナビリティ革命」の実現を目指す。

DAIZ

2015年設立 評価額180億円

• 植物肉（ミラクルミート）の開発・生産・販売。

• 特許技術「落合式ハイプレッシャー法」で発芽し

た大豆を用いて「ミラクルミート」の展開を行

う。

• 味の素、ニチレイフーズ、丸紅、丸井グループ

等、国内の大手食品メーカーや商社等１５社と資

本業務提携を実施。「オールジャパン構想」のも

と、植物肉の普及に取り組む。

• 「牛」「豚」「鳥」に続く第4の肉として植物肉が

当たり前の世の中になることで、サスティナブル

な社会の実現に貢献していく。
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J-Startupの第３次選定企業の例

WASSHA

2013設立 評価額51億円

五常・アンド・カンパニー

2014設立 評価額418億円

SDGｓ

• IoTテクノロジーを活用した未電化地域の人々

への電力サービスの提供を行うEnergy as a 

Services (EaaS) 事業の展開。

• アフリカで普及するモバイルマネーと連携し

た課金システムを構築し、太陽光で充電した

LEDランタンのプリペイド・レンタルを提供。

• サービス運用は各村のキオスク（小売店）を

通じて行っており、日々増加するキオスクの

ネットワークを活用した新規サービスも展

開。

• 「ビジネスを通じて社会課題を解決して、

人々をエンパワーする」ことがミッション。

• 途上国における低所得者向けの少額事業融資

「マイクロファイナンス」実施企業の持株会

社として、資金提供・ガバナンス強化・テク

ノロジー導入を通じて金融アクセスの拡大に

貢献。

• インド・カンボジア・スリランカ・ミャン

マーに5,500名超のグループ従業員を擁し、顧

客数は75万人、融資残高は428億円（2021年8

月時点）。2030年までに良質な金融サービス

を50カ国1億人以上に届けることが目標。

• 「仁、義、礼、智、信」= 五常が社名の由来。
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J-Startupの第３次選定企業一覧（５０社） ①

DX/サービス/プラットフォーム

社名 住所

I’mbesideyou 東京都

UPWARD 東京都

アロマジョイン 京都府

アンドパッド 東京都

カケハシ 東京都

KabuK Style 長崎県

グラファー 東京都

クレードル 東京都

Shippio 東京都

スカイマティクス 東京都

スタートバーン 東京都

Spider Labs 東京都

タイミー 東京都

TRUSTDOCK 東京都

ビットキー 東京都

ファーストアセント 東京都

MICIN 東京都

ヤマップ 福岡県

ユニファ 東京都

LegalForce 東京都

RevComm 東京都

ロボット/モビリティ/宇宙

社名 住所

AGRIST 宮崎県

GITAI Japan 東京都

Synspective 東京都

SkyDrive 東京都

Space Power Technologies 京都府

PDエアロスペース 愛知県

メトロウェザー 京都府

医療/ライフサイエンス

社名 住所
iHeart Japan 京都府

aba 千葉県
アルム 東京都

VLPセラピューティクス・ジャパン 東京都
AIメディカルサービス 東京都

CoreTissue BioEngineering 東京都
糖鎖工学研究所 京都府

PuREC 島根県
メロディ・インターナショナル 香川県

Ubie 東京都
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J-Startupの第３次選定企業一覧（５０社） ②

環境/エネルギー/社会

社名 住所
インスタリム 東京都

ウーオ 広島県
京都フュージョニアリング 京都府
五常・アンド・カンパニー 東京都

DAIZ 熊本県
TBM 東京都

ビースポーク 東京都
プランテックス 東京都
Magic Shields 静岡県

リクシス 東京都
WAKAZE 山形県
WASSHA 東京都



16

（参考）J-Startupサポーター企業一覧
※ 令和3年10月4日時点


