東京ライフサイエンス
インキュベーションセンター（TLIC）の紹介

健康・バイオベンチャー
グローバル起業事例集

東京都立産業貿易センター浜松町館

サロン
セミナー風景

TLICの活用メリット

TLICとは
東京都が、平成２０年８月に、設立した
創業支援施設です。ライフサイエンス、
バイオ、ヘルスケア領域での起業支援、
成長支援を通じて、下記３つの目標達成
を目指します。

（１）日本を代表するライフサイエンス、
バ イ オ、ヘ ル ス ケ ア 関 連 産 業 の ベ ン
チャーを輩出すること

（２）東京都のライフサイエンス関連産
業を活性化すること

（３）人と情報が集まる、ライフサイエ
ンス産業の集積を形成すること

注１：事業計画作成支援、資金調達支援、販路拡大、企業紹
介などの経営支援を行う専門家。
注２：高い成長が見込まれるベンチャーに対して、成長を加
速させるための（エクイティ）投資を行う投資会社（投
資ファンド）のこと。
注３：Technology Licensing Organization
（技術移転機関）
の
略称で、大学などが所有、創造する研究成果 ( シーズ ) を
特許権などの知的財産権に権利化した上で、それを基にし
たベンチャー企業を興したり、民間企業に権利供与したり
することの橋渡しのための機関。

（１）充実したオフィス

・東京都の施設に入居することによる
信用力アップ及び低廉な利用料金

・浜松町駅徒歩５分の立地

・３６５日２４時間利用可能なオフィス

（２）支援サービス

・ビジネスプラン策定支援、ビジネス

パートナー開発支援、資金調達支援
などの経営支援

・セミナーや交流会等のイベントによ
る経営力向上支援

＊上記実施のため、専門性の高いインキュ
ベーションマネジャー（注１）に加え、ベン
チャーキャピタル（注２）、事業会社、
ＴＬＯ
個別具体的にサポートします。
（注３）などが、

入居企業の動向
平成２６年１２月現在、入居した企
業は、延べ５４社（２１社入居中）
です。主な特徴は、次の３点です。
（１）売上を拡大

入居後３年を経過した企業（調査対象
11 社）の売上は、入居前と比較する
と約６倍になっています。

（２）グローバル化

米国での研究開発拠点の設置、中国企
業との業務提携、起業して直ぐ北米の
展示会に出展など、グローバルに活躍
している企業が増えています。

（３）提携戦略の展開

殆どの企業は、事業基盤の安定化や成

長を加速させるため、大手（上場）企業、
大学、医療法人等と提携・連携してい
ます。

住所：〒１０５−００２２ 東京都港区海岸１−７−８ 東京都立産業貿易センター浜松町館６Ｆ
電話：０５０−５８０３−２３３３

ＵＲＬ：http://tlic.incubation-center.com/

TLIC Global Projects

高まるバイオ・ヘルスケア
ベンチャーへの期待
2016 年 6 月に公表された政府の「日本再興戦略改訂」

東京ライフサイエンス
（TLIC）
インキュベーションセンター
の取り組み

2014 〜未来への挑戦〜において、『健康産業の活性化

TLIC は、東京都では初めての業種を限定した創業支援

と質の高いヘルスケアサービスの提供』、『ベンチャー

施設です。オープン以来、
54社
（平成26年12月末まで累計）

支援』、『国際展開戦略』が大きなキーワードになって

が利用し、その内訳は下記のようになっています。

いました。医療、ヘルスケア、介護の事業分野が、日

提供する技術・製品・サービス

本経済再興において重要な成長産業であるという位置
づけが、改めて明示されたと言えます。
化、日本の強みであるものづくりの力を活用した医療
機器の開発、IT 活用による効率的な医療・介護サービ

市場

とりわけ、iPS 細胞研究などバイオテクノロジーの実用

医療
ヘルスケア・
環境等

バイオなど
技術系

IT・
コンテンツ系

サービス系

10 社

9社

9社

１1 社

５社

１０社

スなどの分野で、バイオ・ヘルスケアベンチャーによ

業種を限定した創業支援を行なうことにより、業界

るイノベーションの創出とグローバル化に大きな期待

特有の経営課題に対応した支援ノウハウや創業の成功

が寄せられています。

事例などが蓄積されています。

バイオ・ヘルスケアベンチャ ーの
グローバルな起業と成長を 目指す皆様へ

TLIC入居企業、
卒業企業の事例公開へ
昨年に引き続き、TLIC に蓄積された起業事例や成長
事例を公開し、バイオ・ヘルスケア領域で今後の成長と
グローバル化を目指す方々や支援者の方々に活用いただ
くため、本年は「グローバル展開を目指すバイオ・ハル
スケアベンチャー起業マニュアル」をテーマに制作する
こととなりました。
これまでにTLIC を利用された創業者の中から、
バイ
オ・ヘルスケア分野特有の経営課題を乗り越え、グロー
バルに成長しようとしている 6 社を取材しました。
この 6 社の事例から、起業へ向けて第一歩を踏み出す
方が少しでも増えたら、望外の喜びです。

バイオ・ヘルスケアベンチャーの
経営課題
大きな可能性に挑むバイオ・ヘルスケアベンチャーで
すが、この分野特有の下記のような経営課題に直面する
ケースが見受けられます。
（１）薬事法などの法・規制への対応
（２）販路の構築
（３）製品・サービス開発のハードル（コスト、時間など）
が高いこと
（４）医療やヘルスケアサービス従事者とのネットワーク
作り
これらの経営課題を解決するためには、ベンチャー支
援者が適切な経営支援を行なうことが重要です。
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株式会社リンケージ
代表取締役

木村 大地

1980 年 10 月 18 日生まれ

大学卒業後、
（一社）新潟県労働衛生医学協会に入

局し、
企業や自治体の健康管理事業の提案を行なう。

Q.
このビジネスへのきっかけは ?

2008 年メタボ健診施行と同時に、厚生労働省の

中学生の頃、剣道の恩師ががんに罹患し、

い、健診データの運用やヘルスケア関連の講演を

切な人の死に逝く様を間近で見続けること

システム運営会社にて企画統括マネジメントを行
多数行なう。

国や業界の「常識」が、世間の「非常識」である

ことを痛感し、課題解決の為には、それぞれの立

場のプレーヤーが『連動』しなければならないという想いから、
Linkage という社名で起業。

隔週で 2 年間病床に通いました。当時、大
で死生観を得、与えられた寿命は最後まで
健康に生き続けなければならないと痛感。
それ以来、健康診断という
「年に一回のイ
ベント」
の活性化をずっと考えてきました。
健診機関や厚生労働省のシステム運用企業
を経て確信したことは、現場の課題解決や、
将来を見据えたサービス構築ができていな
いことでした。
真摯に顧客の課題を解決する為には、それ
ぞれの専門分野を連動する必要があると考
え、
東日本大震災の 3 ヶ月後に
「リンケージ」

Q.
グローバル企業の健康管理サー
ビス展開で考えていることは？

国内外問わずに考えていることは、課題と

は、
机上でも本でもネット上でもなく、
「現場」
にしか落ちていないということです。
国境の
「境」
が無くなりつつある昨今、
グロー
バル化が進む日本の企業の健康管理文化を
構築することは、
喫緊の課題です。
海外駐在員のフィジカルとメンタルをサポー
トが疎かになっている課題を知り、
解決する
為の構想を考えついた瞬間、
経済産業省に提
案していました。幸いに平成 25 年度の採択
を頂き、
国内の官公庁や東京大学、
大手企業
の方々のご支援も頂きながら、
一年で 6 カ国
を視察し、
事業をブラッシュアップしました。

グローバル化によって、気づいたこと、違いなど
日本の「健康ボケ」ということでしょうか。

R
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日本は、医療費は 3 割負担が当たり前。健康診断は年に一回受ける
ことが当たり前。80 歳以上は健康に生きれると勘違いしている。

O
C
ICE

（平均寿命：83.01 才 ＝ 健康寿命：72.02 才 ＋ 不健康寿命：11.39 才）
どこか、自分や大切な人の不健康を
「他人ゴト」
としている気がします。

ADV

健診の歴史は戦前の結核予防から始まります。
生死を左右していた時
代で、
欧米やASEAN諸国をはじめ多くの国々は、
医療レベルや法制度
成立ちの違いから、
健康がより
「自分ゴト」
になっている気がします。

日本の健康管理に関する法制度が模倣されている国もありますが、
見習わなければならない国の法制度もあることに目を向ける時代な
のではと思ってます。

という社名で起業しました。

日本人全員が与えられた、不健康寿 命11年を縮小。が、私の使命。
グローバル化が進む日本の健康管理 文化をリードする！
Q.
グローバルな事業展開に向けて
準備したことは？
最初は、海外は考えていませんでした。
弊社の目的は、
「不健康寿命の縮小」
です。海
外の先進的な健康管理サービス事例を収集
しつつ、
日本の規制や利権が阻んで実現しづ
らい現実に対し良い答を模索していました。
そこで、
健診の制度が無い海外や海外駐在
員の方に最適なサービスを届けることで
「市場の変化」
を起こせるのではないかと。
そんな折、日本の大手企業の人事や労働組
合の方々とミャンマー・タイ視察団に参加
させて頂き、現場の生の声や法制度、今後
の展開を知り、
自分の構想を確信しました。
しかし資金がありませんので、セミナーを
開催し、
スポンサーを探し、
経済産業省に提
案し補助金を頂きました。
多くの
「ご縁」
が、
一歩を踏み出す勇気とキッ
カケを与えてくださったと思っています。
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株式会社リンケージ

Q.
今後の成長戦略と目標は？

http://linkage-inc.co.jp/

事業内容：健康管理サービス新規事業構築、海外駐在員健康管理事業、
健診機関・医療保険者の事業運営サポート

今後、日本の健康管理の仕組みが大きく変
わろうとしています。
今まで活用できなかった健康診断の結果や
医療費がデータ化され、
オーダーメイドの
健康づくりサービスが世の中に浸透してき
ますので、既成の概念にとらわれず、ある
べき健康づくりのカタチづくりを主体的に
提案していきたいと思っています。
2015年度から、
グローバル展開が進む企業
の海外駐在員に対し、
WEB 面談等を通じど
こにいてもフィジカルとメンタルを健康に
保てる仕組みを提供し、新しい文化を創造
します。
将来的には、
日本の誇れる文化である健康
診断という仕組みを海外にアウトバウンド
し、
仕組みを常にブラッシュアップしながら、

●編集後記

「物事の問題意識を自分の事に置き換えて行動する」
木村社長の先には、大きな理想郷が広がっているんでしょうね！

国内にインバウンドしたいと思っています。
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クリニス株式会社
代表取締役

諏訪 光生

1972 年 3 月 9 日生まれ

米国の大学を卒業後、米国で予備校講師・旅行代理
店勤務を経て日本に帰国。日本の伝統芸能である
「歌

Q.
このビジネスへのきっかけは ?

Q.
グローバル起業として注意
していることは？

舞伎」を小学生からお年寄りまで広める営業活動に

米国の大学卒業後に帰国して就職した会

特にグローバルということではありません

取り組み、海外での公演企画にも携わる。

その後医療機器商社に入社、クリニス製品と出会い

社で出会った商品と、その商品の生産者

が、やりたい仕事が出来るステージを「起

日本クリニス社の代表に指名された。

がきっかけです。日本ビー・エックス・

業」と置き換えると、今の仕事に精進する

アイ株式会社に入社し、仏国のクリニス

ことだと思います。常に前を向いて精進し

社製品を販売する業務に従事しました。

ていれば、後から思えば「あの時のこの経

これが現在取り扱っている「ケアバッグ」

験」がと思える日が来る事と、何よりも目

ですが、当時なかなか売れなくて結局取

の前に来たチャンスを逃しません。

扱いを辞めることとなりました。

国際的なバランス（文化・哲学）が必要であることを

R
E
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痛感しています。

O
C
ICE

それと営業力は万国共通であることです。

その意味でＤｒ．ローランは尊敬に値します！

ADV

従ってクリニス本社は日本代理店である
日本クリニス社を設立し、創業者である
Ｄｒ．ローラン・エレワからの要請もあ
り二つの理由で日本クリニス社に参画す
ることにしました。

グローバル化によって、気づいたこと、違いなど

「ケアバッグ」

２０歳で一念発起し、単身米国へ留 学。
グローバル・ビジネスに必要なのは、バランス感覚と営業力！
Q.
インターナショナルな事業に
向けて準備したことは？

Q.
今後の成長戦略と目標は？

日本ビー・エックス・アイ社の業務の中

先にお話しました、欧州で非常に高い評

でＤｒ．ローランは非常に尊敬に値する

価を得ている弊社の主力商品、
「ケアバッ

人物と認めていたこと、それと「ケアバッ

グ」を日本全国の医療施設で取り扱って頂

グ」は彼が開発したものですが、本国初

けるようにし、１０年後には社員が安心

め欧州では非常に高い評価を得ていたこ

して働ける会社したいと思っています。

クリニス株式会社

パリにて

http://www.cleanis.com/

事業内容：仏国クリニス本社の製品である「ケアバッグ」を
中心とした衛生・介護・防災用品の輸入・販売。

とでした。
そういった意味で、タイミングと運だっ
たと思っています。

執務中の諏訪社長

そもそも米国のカリフォルニア州立大学
ノースリッジ校を卒業し、そのまま米国

●編集後記

で予備校講師や旅行代理店で働いていた

グローバルビジネスに大事な要素はという問いに
「言葉じゃなく、バランス感覚と営業力」ですよ。と、
にっこり笑って応える諏訪社長は「極真空手」の有段者です。
まさに心技体！

ので、言葉や文化等の違和感はまったく
無かった事と、起業した経緯が成り行き
的要素が大きかったので、特に準備はあ
りませんでした。
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パリにて
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サンバイオ株式会社
代表取締役

森 敬汰

従事。

Q.
このビジネスへのきっかけは ?

テ ィ ク ス 関 連 企 業 の 新 製 品 開 発 責 任 者 を 経 て、

1967 年 6 月 23 日生まれ

麒麟麦酒株式会社にて、生産管理および研究開発に

Q.
グローバル起業として注意
していることは？

グローバル化によって、気づいたこと、違いなど

米国サンフランシスコ・ベイエリアのインフォマ

2000年サンフランシスコの年の瀬に、東

そもそもバイオなのでグローバルになら

SanBio, Inc. を設立、現在 Co-CEO。

大で机を並べた川西徹氏（代表取締役会

ざるを得ないと思います。

長）とバイオベンチャーで「何か新しい

チームアップする際、何処でするのか（出

フィールドを作りたいね」と話していた

来るのか）でその場所（都市・国）が決

ことがきっかけとなり、そのまま年明け

まると思います。

2001 年に起業しました。

我々は今後も米国主導で展開していくつ

何をやるかは会社設立した後に決めてい

もりです。何故なら、米国はグローバル

きました。ともかく新しいフィールドを

治験が可能だから。

作りたくて「再生医療の分野」にしよう

但し、昨今は日本もバイオベンチャーに

ということになりました。

対する考え方や評価が変わってきて追い

当時、川西氏は既に日本にて起業 上場を

風になってきています。日本に戻ってき

前に担当責任者である米国人が辞めると言ってきたときは本当に

経験し将に新しいフィールドを目指して

た大きな理由はこれです。

大変でした。いかなる説得も効かず、結局全員で乗り切りました。

東京大学農学部農芸化学科卒、同大学大学院農学系
研究科農芸化学専攻修了。

カリフォルニア大学バークレー校経営学修士（MBA）
。

そもそも米国で起業して日本に戻ってきたわけですが、上でも述

R
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べた通り、チームアップを何処でするかが起業の要件なので、こ
れ次第だと思います。

O
C
ICE

仕事に対する価値観や哲学の違いがあるので、特に人事で「どう

ADV

して今この時に辞めるの」という場面に出くわした時は苦労しま
した。一番の苦労だったと思います。FDA に対してのプレゼン直

いたわけです。

異国の空で、ともかく何か新しいフィールドを作ろうと学友と語り、
「再生医療の分野」に決定、すぐに起 業。
サンバイオ株式会社
業

Q.
インターナショナルな事業に
向けて準備したことは？

Q.
今後の成長戦略と目標は？

会社設立後、
3 ヶ月ほど話しあった結果「再

今後の課題は、資金調達（IPO）や大手製

生医療の分野」にしようと決めたわけで

薬メーカーとの業務提携です。それと人

すが、当時の日本には未だ無かった分野

材（技術者）の確保です。

で、脳の再生医療で実績のある専門家た

また、将来は販売も手がけてみたいと思っ

ちでチームアップを試みました。

ています。直接患者さんの声を聞いてみ

核となったのは慶応義塾大学の岡野先生

たいからです。

の技術でした。これを事業化しようとい

そういった意味で目標は「アムジェン」

うスキームに各専門家達が賛同してくれ

や「ジェネンテック」を抜くことです！

http://www.san-bio.com/

種：再生細胞薬の開発

事業内容：日本発の再生医療技術の製品化、具体的には、神経再生により

多くの中枢神経系疾患（脳梗塞、外傷性脳損傷、脊髄損傷、加齢

黄斑変性、網膜色素変性、パーキンソン病、アルツハイマー病等）
に展開可能な再生細胞薬の開発に取り組んでいます。

たわけです。
幸いにも、当時の薬の認可は米国 FDA の

執務中の森社長

方が日本の厚労省より断然早かったこと、

●編集後記

なによりも経験者が多かったことが米国
での起業の大きな理由でした。

自信に満ち溢れていた森社長、
チームアップ出来た所を起業の拠点とする、
将に合理的発想であります。
米国サンバイオにて森社長

7
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株式会社 TAOS 研究所
代表取締役

苗 鉄軍

1960 年 10 月 28 日生まれ

中華人民共和国 吉林省長春市出身。

電気通信大学に留学し、1995 年人間工学の PhD

Q.
このビジネスへのきっかけは ?

Q.
グローバル起業として注意
していることは？

グローバル化によって、気づいたこと、違いなど

非線型解析（カオス）
・複雑系に関する研

私自身が中国から来日して永住ビザを取

工学の実応用に関する研究開発に従事し、カオス

究開発・販売・コンサルティングを 12 年

得し今日に至るわけで、それ自体がグロー

2001 年に（株）CCI カオス複雑系事業部主任研

以上経験し、自動車メーカーと共同で自

バルでしょうか。現在、中国の昔からの

動車の安全運転に向けたユニークなカオ

仲間と、中国でのカオス解析技術の応用

私は日本で起業する際、日本名に改名しようかと思いましたが、

ス製品創出に取り組んで来ました。その

展開を検討しています。

敢えて本名（中国名）でしました。

取得。同大学で助手を務めた後企業に入り、人間
理論に基づいた脳波の研究 に携わった。

究員として、カオス工学に基づいた健康・医療器具・
人間工学に関する製品開発と販売に従事。初めて

応用価値の高い柔軟性人間工学を提唱し、疲労の評価システムを適応。2004 年度自動車
関連国際賞を受賞、IEEE 国際大会特別招待講演を行った。査読論と特許出願多数がある。
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上で、カオス解析技術を用いた『健康』

研究開発が事業なので、万国共通であるからそうしたわけです。

をキーワードとしたものに特化したくて

研究開発のビジネスに国境はありません。

独立しました。

ADV

研究する環境が整っている所ならどこでも起業できます。

カオス解析技術を応用して、僅かな身体
の変化から将来の健康を予測、病の早期
発見を促す「健康予知」技術を確立させ
ることで社会貢献ができると考えたから
です。併せて、このカオス解析技術を一
般に広めたいという気持ちもありました。
また、組織に居るとやりたくない研究開
発をさせられることも理由の一つです。

同期脈波システム Dual Vital Meter

作曲ができる支援システムの研究

血管機能検査装置の開発

『広く社会に貢献したい！人にした事 はすべて自分に返ってくるから』
Q.
インターナショナルな事業に
向けて準備したことは？

Q.
今後の成長戦略と目標は？

前に関わった知財権・販売権・著作権に

カオス解析技術をもっと広めて、様々な

ついてを全て譲渡してもらい、あらゆる

分野で応用展開させ、社会に貢献してい

サポートと協力を得、仲間も賛同して付

きたいと思っています。

いてきてくれました。今までは一研究者

株式会社 TAOS 研究所
業

http://www.itaos.org/

種：健康・医療・安全に関する製品の開発と販売

事業内容：カオス（Chaos）複雑系の技術を応用したソフトウェア製品および
ハードウェア製品を豊富な計測と解析技術とともに提供します。

生体状態評価とモニタリング、運転支援と心血管診断システムの研
究開発、データ解析とコンサルティングをも行います。

であったのが、担がれて経営者になった
感があります。
心身を測る事業
ねむりゆらぎモニタシステム

●編集後記

カオス複雑系シミュレーションシステム

9

多関節協調性分析装置 ESA ( 近赤カメラ付き )

飄々とした苗社長、
「社会に貢献すれば必ず自分に還ってくる」が持論でした。
将に「情けは人の為ならず。
」
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G H株式会社
代表取締役

竹澤 慎一郎

1975 年 10 月 5 日生まれ

東京大学大学院農学研究科修了。内分泌学の分子

生物学による研究活動に従事。日本内分泌学会、
日本分子生物学会学会員。株式会社インスパイア
でコンサルタントを経て同社を創設

Q.
このビジネスへのきっかけは ?

Q.
グローバルで起業されるうえで
のアドバイス

基礎生物学の研究していたが、情報の流

特にグローバルを気にしたわけではなく、

通が全く整っていなくて、しかも医者・

不便さを感じて克服しようとしたらグ

看護師も同様の思いであったのでそこに

ローバルになったということです。多分

注目しました。インスパイアでのコンサ

この感覚はどの分野でも言えることでは

ルティング事業は一通過点で、医療関係

ないでしょうか？

の情報流通のプラットフォーム（仕組み
作り）がしたかったんです。2012 年 12

グローバル化によって、気づいたこと、違いなど
例えば「エルゼビア http://www.elsevier.com/」 というオラ
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ンダの学術ビジネス企業を筆頭に、世界には相当大きな企業群を
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相手に勝負している現状がありますが、国内に同業は皆無です。
つまり、日本に無いものを追うと海外ではそれが普通に在るとい

月にこれを思い立ちバイオインパクトを

ADV

う現実に驚かされるというわけです。突き詰めると、日本でオン

起ち上げましたが、残念ながら破綻し、

リーワン企業になれるということでしょうか …。

これを反面教師に再起しゼネラルヘルス
ケアを起ち上げました。マイナスからの
スタート
でした。

Maps show the number of aﬀected people (a) and crop land (b)
Publishing-pros-in-Tanzania

研究者・医療従事者のために、そし て日本の医療発展のために！
七転び八起きの精神！
Q.
インターナショナルな事業に
向けて準備したことは？

Q.
今後の成長戦略と目標は？

そもそも日本の医療従事者に対する情報

「Science Postprint」において、より多く

が全くと言っていいほど流通していな

の学術論文の投稿やレビュアーを誘致し、

かったので、海外のそれを注視していま

トムソンロイターあたりが多く引用して

した。特に学術論文のそれは（オープン・

評価してくれ、グローバルスタンダード

アクセス・ジャーナル）全く整備されて

なプラットフォームを確立させ、より質

いなく、医療のみならず科学全般がその

の高い情報を提供できる事業の柱に育て

状態で、故に特許を含めて相当に遅れて

ていきたいです。ちなみにマーケットは

いると思っていました。そもそも日本に

２兆円とも言われています。

はオープン・サイエンスの概念が欠落し

また、昨今騒がれた不正論文（研究）の

ています。

チェックも事業化したいと考えています。

GH 株式会社

http://ghjapan.jp/index.php

（旧社名：ゼネラルヘルスケア株式会社、つい先日に社名変更）

事業内容：主に医療分野の情報流通促進を目的に、総合科学全般に渡る国際的
学術論文誌「Science Postprint」を刊行。http://www.spp-j.com/
また、医療従事者のためのマーケティング支援・コンサルティング
事業・物販 ( 介護用品、医学書、医学機器等 ) 事業。

●編集後記

日本に無いものを追うと必然的に海外に行かざる負えない…。
まるで坂本竜馬のようなお話です。
七転び八起きの竹澤社長もまた竜馬なんですね！

Photograph shows water logging situation in Tala
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リニューアルした Science Postprint サイト
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株式会社デザイアン
代表取締役

佐々木 邦康

1968 年 12 月 5 日生まれ

新卒で銀行系のシステム開発事業会社に就職する

も、元々音楽好きで曲作りをしたくて芸能プロダ

Q.
このビジネスへのきっかけは ?

Q.
グローバルで起業されるうえで
のアドバイス

もともと水処理のプラントを生業にして

外国人は媚びないし恰好つけません。こ

なかったか、もともと機械工学の勉強をしていた

いた頃からオゾン水処理の需要が非常に

れは日本人と大きく違い所です。日本で

計に技術屋として携わり、排水処理プラント等で

高く、これをコンシュマー向けに事業化

強く海外では弱いものを商材にすると、

出来ないものかと考えていました。ため

いろいろな部分で援者が現れて助けてく

しにオゾン水生成装置を試作してみたら

れる場合が多いと思います。ある意味啓

結構良いものが出来てきて、同時期に所

蒙活動に見せるということです。

クションに入る。しかしそんな才能に恵まれてい
ので新興プランテック（株）にてプラント開発の設

オゾン水に出会う。後に、伊藤忠マシンテクノス

（株）では NEDO委託事業にてタイ国工業用水事業

関連に従事して日本の水に対する技術力の高さと世界の貧しい水事情を目の当たりにした。

属していた部署の上司と確執が生じてい
たこともあって起業を具体的に考えてい

グローバル化によって、気づいたこと、違いなど
お話したように、外国人は媚びないし恰好つけません。日本の商
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慣習とは違いますが、語彙力は別にして慣れればこんなに楽なこ
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とはないと思います。

ADV

たところ、現在のデザイアン起ち上げメ
ンバー（三人）の内の一人に後押しされ
る形で起業しました。

中国出張にて

中国出張にて

ベンチャーはアドベンチャーで、死の 谷から這い上がるような覚悟が必要！
オゾン水を世界中に普及させたい。
Q.
インターナショナルな事業に
向けて準備したことは？

Q.
今後の成長戦略と目標は？

そもそもマーケットは日本に無いと思っ

商品（インピュア）のコストダウンが実現

ていたので、ブランド作りは日本でマー

すれば、十分海外で戦えると思います。合

ケットは海外でと考えていました。また、

わせて特許戦略を検討していて、特許で囲

海外のビジネスそのものについては、プ

んでしまうのではなくその製造装置の素子

ラント開発や商社等で相当マルチに経験

の技術だけ権利として持ち、オゾン水が

していたので問題はありませんでした。

ワールドマーケットになるように育ててい

株式会社デザイアン

http://de-zion.com/

事業内容：オゾン水生成装置（インピュア）の設計・製造・販売。

オゾン技術に特化した上水及び排水の殺菌・脱臭・脱色処理の
コンサルティング。

きたいと考えています。そういった意味で
ゴールが見えないのがいいですね。
中国出張にて
商談中の佐々木社長

●編集後記

極真空手で瀕死の重傷を負ったことのあるという佐々木社長
です。覚悟が違うんでしょうか、他の起業家のかたとは趣が
違いました。

オゾン水イメージ写真（ウェブサイトより）
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インピュアの商品説明（ウェブサイトより）
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