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日本 M&A センター30 周年記念スタートアップピッチ
約 2,000 社の中から、最優秀企業が決定！
当社の連結子会社である株式会社日本 M&A センター（以下、日本 M&A センター / 本社：東京都千
代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓 / URL：https://www.nihon-ma.co.jp/）が、次世代の日本経
済を牽引するスタートアップ企業の優秀な経営者を表彰する「日本 M&A センター30 周年記念スタートア
ップピッチ」において、最優秀賞「GOLD」を株式会社オープンロジが受賞しました。11 月 5 日（金）開催の
日本 M&A センター創業 30 周年記念イベント「M&A カンファレンス 2021」内で各賞の表彰を行いまし
た。

表彰式(ザ・プリンスパークタワー東京にて)
最優秀賞「GOLD」
株式会社オープンロジ CFO & Head of CEO Office 柳 聖基氏コメント
栄えある賞をいただき、ありがとうございます。オープンロジは、2013 年 12 月 25 日のクリスマスに創業
したこともあり「物流業界のサンタクロース」を目指しています。個人宅で世界中に届けて時間指定もできる
サンタクロースは、物流業界ではシンボルとして考えられています。今後もサンタクロースを目標に、世界に
羽ばたくスタートアップを目指し邁進していきたいと思います。
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入賞企業一覧
・審査基準
「収益性」、「安定性」、「成長性」、「社会性」、「独自性」の 5 つの指標で評価いたしました。加えて、特別賞
については、一定の基準を満たした上で、各分野において高い評価を得た企業を表彰しています。
【GOLD】
株式会社オープンロジ（https://service.openlogi.com/）
「テクノロジーを使い、サイロ化された物流をネットワーク化し、データを起点にモノの流れを革新する」と
のビジョンを掲げ、固定費ゼロの従量課金で利用可能な物流フルフィルメントプラットフォームサービスを
提供。サービスの利用社数は 9,500 社以上、全国の提携物流企業数は 50 社以上に達しています。
2013 年より、物流業界の課題に目を付け、EC 事業者、倉庫会社、配送会社のネットワーク化を進め、
安定した成長を続けています。
【SILVER】
MANABIE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED（https://manabie.com/）
「教育のアクセスを世界中の人へ届ける」をミッションに、東南アジアでオンライン教育事業を展開する同
社は、小中高生向けオンライン学習アプリの提供、学習センター（OMO 型デジタル学習塾）の運営、また、
現地の私立学校や日本人学校向けのオンライン移行サポート事業を展開しています。
HOMMA GROUP 株式会社（https://www.hom.ma/）
住宅とスマートホーム技術を垂直統合させ、次世代スマートホームを提供する同社は、シリコンバレーで
創業されました。これまでスマートホーム技術というソフト面と、住宅というハード面が分断されていた住
宅業界において、住宅設計の段階からスマート化を設計するという方式で、住宅の IoT 化を推進するサ
ービスを提供しています。
【BRONZE】
AnyMind Group 株式会社（https://anymindgroup.com/ja/）
シンガポールで創業し、東南アジアを中心に生産・EC・マーケ・物流をワンストップで支援するサービスを
提供する同社は、生産工場の選定、EC の構築運用、Web 解析、物流の管理、マーケティングなど EC
事業者にとって必要となる全てのサービスを提供しています。
Siiibo 証券株式会社（https://siiibo.com/about）
「自由・透明・公正な直接金融を創造する」をミッションに掲げ、“社債”というシンプルな金融商品を世に
広めることを目指しています。社債専門のネット証券として、投資家向けに企業情報閲覧・社債購入管理
サービスを、企業向けに IR 掲載・発行サポートを提供するオンラインプラットフォーム「Siiibo」を運営し
ています。
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【ESG 賞】
Go Visions 株式会社（https://go-visions.com/）
「子どもたちの好奇心と可能性を解き放ち、未来を SOZOW できる舞台をつくり続ける」をミッションに、
子どもの創造性や意欲・自己肯定感等の非認知能力を育むアクティビティを自宅で体験できるオンライ
ンテーマパークサービス『SOZOW』を提供しています。
【ウェルネスカンパニー賞】
株式会社 TENTIAL（https://corp.tential.jp/corporate_info）
「スポーツと健康を循環させ、世界を代表するウェルネスカンパニーを創る」をビジョンに掲げ、スポーツ
情報メディア「SPOSHIRU」の運営と、生活シーンにおける体のケアやコンディショニングに特化したウェ
ルネスブランド「TENTIAL」を D2C にて展開しています。
【イノベーション賞】
サロウィン株式会社 ( https://salowin.jp/company/ )
美容師一人ひとりが活躍・稼げる社会を目指し、売上 80%を還元する美容師向けシェアサロンを提供。
売上金前払いや集客支援などサポート体制を充実させ「美容師の人生を変えるきっかけ」を多方面から
サポートするサービスを展開しています。
【ベスト経営チーム賞】
株式会社ガラパゴス (https://www.glpgs.com/)
AI を活用したマーケティングクリエイティブ提供サービス「AIR Design」を提供し、属人性が強く再現性
に乏しいデザイン領域の DX 化を推進しています。
【DX 賞】
株式会社アイデミー(https://aidemy.co.jp/)
「先端技術を、経済実装する。」を企業理念とし、2014 年に創業。環境構築不要で学べる AI 学習プログ
ラムサービス「Aidemy」をローンチし、約 3 年で受講者数が 10 万人超が利用するサービスとなりまし
た。
【Nominate】
株式会社 WRAY(https://wray.jp/about/)
フェムテック D2C ブランド「WRAY（レイ）」を提供。
株式会社ワークサイド(https://onn-hr.com/aboutus )
従業員オンボーディングプラットフォーム「Onn」を提供。
株式会社カウシェ( https://about.kauche.com/ )
シェア買いアプリ「KAUCHE（カウシェ）」を提供。
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株式会社 Fast Beauty ( https://fufucolor.com/overview/ )
髪染めだけ！ヘアカラー専門美容室「fufu」を運営。
パナリット株式会社( https://panalyt.jp/ )
「人財のための財務諸表」を目指し、人事分析ツールの「パナリット」を提供。

「スタートアップピッチ」開催の背景と概要
日本 M&A センターでは、スタートアップの M&A 支援実績の増加を背景に、2018 年から「スタートア
ップピッチ」を開始しました。第 1 回の最優秀企業は薬局向けの SaaS を提供する株式会社カケハシ、第 2
回の最優秀賞企業は電話営業可視化のソリューションを提供する株式会社 RevComm など、現在も大型
の資金調達を実施している企業です。また、第 1 回の入賞企業である株式会社 WACUL は、2021 年の
2 月に東証マザーズ上場を果たすなど、IPO やスタートアップの登竜門として年々知名度が高まっていま
す。
3 回目となる今回は、約 2,000 社の企業情報を取り扱うベンチャーキャピタル 4 社（千葉道場株式会社、
D4V 合同会社、DIMENSION 株式会社、マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社）から、ノミ
ネート企業 15 社をご推薦いただきました。11 月 5 日（金）に開催された日本 M&A センター創業 30 周年
記念イベント「M&A カンファレンス 2021」内で、FC 今治 オーナーの岡田武史様をプレゼンテーターにお
招きして、結果発表と各賞の表彰を行いました。審査員長は日本 M&A センター取締役の渡部恒郎が務め
ました。
近年、スタートアップ企業の EXIT 方法として、IPO ではなく M&A に踏み切るケースも増えており、日
本Ｍ&Ａセンターはスタートアップ企業向けの支援も強化しております。今回優秀賞を獲得したスタートアッ
プ企業には、創業 30 周年で株式時価総額 1 兆円を突破した日本 M&A センターの成長メゾットとナレッ
ジを提供します。全国の金融機関や会計事務所とのネットワークを活用した営業支援のほか、経営幹部と
の定期ミーティングを通じて経営戦略の立案から実行など全面的にサポートいたします。

【株式会社日本 M&A センターホールディングス（東証一部上場：2127）】
株式会社日本 M&A センターは、2021 年 10 月 1 日に持株会社体制に移行しました。
会社名：

株式会社日本 M&A センターホールディングス

本社所在地：

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 鉃鋼ビルディング 24 階

事業内容：

グループ会社の経営管理等

設立：

1991 年 4 月

【株式会社日本 M&A センター】
株式会社日本 M&A センターは、2021 年 4 月に創業 30 周年を迎えました。M&A 仲介業のリーディ
ングカンパニーとして、「M&A 業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来
累計 7,000 件を超える M&A 支援実績を有しています。会計事務所・地方銀行・メガバンク・証券会社と
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の連携も深めており、より身近な事業承継や M&A に関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化
しています。

会社名：

株式会社日本 M&A センター

本社所在地：

東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 鉃鋼ビルディング 24 階

事業内容：

M&A 支援、上場支援

設立：

2021 年 4 月 （創業 1991 年 4 月）

拠点：

東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、
マレーシア、タイ

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社日本 M&A センター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp

