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OUVCの活動状況（3/3) ※OUVC５月のマンスリーレポートより抜粋

OUVC投資部 水原部長が 大阪大学工学部 総合科目III 「キャリアデザイン」で講師として講義
を担当しました

2022年4月28日に大阪大学工学部の3〜4回生に向けて、「阪大生の将来のキャリア選択は大企業へ就職の一択で

大丈夫？〜スタートアップという世界」という題目で水原投資部長が総合科目IIIのオンライン講義を行いました。講

義は履修生だけでなく阪大の学生全体に参加を開放した結果、GW直前の夕方の講義にもかかわらず、300名以上の

方々が参加されました。講義では、「阪大生と東大生の進路比較」、「スタートアップ業界の紹介」や「ファイナン

スやロジカルシンキングなど今後ためになる知識」、等の紹介を行いました。プレゼンのボリュームが多かったので

すが、最後の質疑では学生より複数の質問をいただき、時間を延長して対応を行いました。
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OUVC投資先活動情報（1/4) ※OUVC４月のマンスリーレポートより抜粋

2022年3月1日 株式会社コトバデザイン

日経新聞（電子版）に記事が掲載されました CEO栄藤が語る『電話を使わない世代』とは
URL: https://cotobadesign.com/news/20220228_nikkei/

2022年3月1日 他 クリムゾンテクノロジー株式会社

ためらいブルー (feat.SAWA) /松江潤がApple Music プレイリスト【最新ソング:オルタナティブ】に掲載
URL: https://crimsontech.jp/crimson-news/

2022年3月4日 他 マイキャン・テクノロジーズ株式会社

第2回知恵ー１グランプリを受賞しました
URL: https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/news_117405.html

2022年3月9日 他 日本環境設計株式会社

日本環境設計グループの ペットリファインテクノロジー株式会社と横須賀市は、 2022年度の「ボトル to ボトル
リサイクル」に関する取り組みを協働いたします
URL: https://www.jeplan.co.jp/news/

2022年3月9日 他 ペリオセラピア株式会社

三菱UFJキャピタル及び大阪大学ベンチャーキャピタル（OUVC）より追加投資400百万円を受けました。
URL: https://periotherapia.co.jp/news.html

2022年3月10日 株式会社AFIテクノロジー

食の安全安心技術情報WEBセミナー2022 開催のお知らせ ※応募券はこちら（二次応募締切 4月1日）
URL: https://afi.co.jp/news/

2022年3月14日 他 PGV株式会社

「パッチ式脳波計 HARU-2」を販売開始
URL: https://www.pgv.co.jp/news/index#post-2

2022年3月29日 他 株式会社ファンペップ

第三者割当てによる第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の大量行使に関するお知らせ
URL: https://www.funpep.co.jp/

https://cotobadesign.com/news/20220228_nikkei/
https://crimsontech.jp/crimson-news/
https://www.kyo.or.jp/kyoto/ac/news_117405.html
https://www.jeplan.co.jp/news/
https://periotherapia.co.jp/news.html
https://afi.co.jp/news/
https://www.pgv.co.jp/news/index#post-2
https://www.funpep.co.jp/
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OUVC投資先活動情報（2/4) ※OUVC４月のマンスリーレポートより抜粋

2022年3月30日 他 株式会社HULIX

三井不動産株式会社の運営するららぽーとEXPOCITY内に当社プロダクトを導入頂き、プレスリリースを行いまし
た URL: https://www.hulix-tech.com/news

2022年3月31日 他 株式会社EX-Fusion

大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社が運用する「OUVC２号投資事業有限責任組合」を引受先とする第三者割
当増資により、31百万円の資金調達を実施しました。
URL: https://ex-fusion-inc.com/

2022年3月 他 マイクロ波化学株式会社

「Tech in Asia」に掲載されました。 URL: https://mwcc.jp/

2022年3月 他 ナノミストテクノロジーズ株式会社

事業継続力強化計画の認定を受けました URL: https://www.nanomisttechnologies.com/category/news

https://www.hulix-tech.com/news
https://ex-fusion-inc.com/
https://mwcc.jp/
https://www.nanomisttechnologies.com/category/news
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OUVC投資先活動情報（3/4) ※OUVC５月のマンスリーレポートより抜粋

2022年4月1日 株式会社マトリクソーム

iMatrix-511製造用のMaster cell bank変更のお知らせ
URL: https://matrixome.co.jp/

2022年4月1日 株式会社chromocenter

2022年のGW休業のお知らせと受託サンプルの受入につきまして
URL: http://chromocenter.com/?cat=12

2022年4月2日 他 株式会社コトバデザイン

ドコモ・システムズ株式会社「letaria（レタリア）」の記事でCOTOBA Talkが紹介されました
URL: https://cotobadesign.com/news/

2022年4月4日 株式会社ファンペップ

熊本大学との共同研究開始のお知らせ URL: https://www.funpep.co.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2022/04/6591b674705082c52345f0017a747db4.pdf

2022年4月4日 株式会社AI Samurai

株式会社AI Samuraiは特許検索システム「IP LANDSCAPE 特許検索」をリリースしました。
URL: https://aisamurai.co.jp/news/

2022年4月4日 他 株式会社メトセラ

メトセラ、大学VC2社からの資金調達を実施 URL: https://www.metcela.com/2022/04/04/ouvcthvp/

2022年4月5日 株式会社ガイアバイオメディシン

小児固形腫瘍を治療するためのGAIA-102の臨床試験をサポートするためにAMEDがリリースされました
URL: https://gaia-biomed.com/news/318/

2022年4月6日 PGV株式会社

パッチ式脳波計 HARU-2、当社解析サービスへの対応開始
URL: https://www.pgv.co.jp/news/index?hsLang=ja#post-1

2022年4月11日 株式会社糖鎖工学研究所

｢東西サイエンスパークDAY｣にてプレゼンテーションを行います
URL: https://www.glytech.jp/news/news-356/

https://matrixome.co.jp/
http://chromocenter.com/?cat=12
https://cotobadesign.com/news/
https://www.funpep.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/6591b674705082c52345f0017a747db4.pdf
https://aisamurai.co.jp/news/
https://www.metcela.com/2022/04/04/ouvcthvp/
https://gaia-biomed.com/news/318/
https://www.pgv.co.jp/news/index?hsLang=ja#post-1
https://www.glytech.jp/news/news-356/
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OUVC投資先活動情報（4/4) ※OUVC５月のマンスリーレポートより抜粋

2022年4月11日 他 ナノフォトン株式会社

NHK WORLD-JAPAN, Japan’s Top Inventions に、会長の河田が取材協力をしました。
URL: https://www.nanophoton.jp/news-room/news/2022/04/11/nhk

2022年4月12日 クリムゾンテクノロジー株式会社

Voidol2 パッケージ版(キャンペーン版)の店頭在庫僅少のお知らせ
URL: https://crimsontech.jp/crimson-news/

2022年4月13日 他 株式会社エスケーファイン

第7回JEITA(電子情報技術産業協会)ベンチャー賞を受賞致しました。 URL: https://sk-fine.co.jp/

2022年4月13日 他 株式会社mediVR

書籍『iPhoneでできる病院DX』内で紹介されました URL: https://www.medivr.jp/news/news-479/

2022年4月20日 他 株式会社SENTAN Pharma

FVM大賞2022 優秀賞受賞 URL: https://www.sentan.co.jp/news/qrrlr20000000x2n.html

2022年4月20日 他 日本環境設計株式会社

日本環境設計グループの ペットリファインテクノロジー株式会社が「かわさきプラスチック循環プロジェクト」に
参画いたします URL: https://www.jeplan.co.jp/news/

2022年4月21日 ジェイファーマ株式会社

JPH203の進行性胆道がんに対する 米国FDAのオーファンドラッグ（希少疾病用医薬品）指定受理のお知らせ
URL: https://www.j-pharma.com/news_list/624/

2022年4月26日 株式会社アイ・ブレインサイエンス

アイトラッキング（視線追跡）技術を用いた新規認知機能評価アプリの販売提携契約について
URL: https://www.ai-brainscience.co.jp/20220426_682/

2022年4月26日 他 株式会社サイキンソー

商工中金と総額3億円の融資契約を締結 URL: https://cykinso.co.jp/news/20220426

2022年4月27日 他 マイクロ波化学株式会社

【5月開催分】当社主催ウェブセミナーのお知らせ URL: https://mwcc.jp/news/1043/

https://www.nanophoton.jp/news-room/news/2022/04/11/nhk
https://crimsontech.jp/crimson-news/
https://sk-fine.co.jp/
https://www.medivr.jp/news/news-479/
https://www.sentan.co.jp/news/qrrlr20000000x2n.html
https://www.jeplan.co.jp/news/
https://www.j-pharma.com/news_list/624/
https://www.ai-brainscience.co.jp/20220426_682/
https://cykinso.co.jp/news/20220426
https://mwcc.jp/news/1043/
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お知らせ

◼ 人材育成室に新たな仲間が2名加わりました！

今後ともよろしくお願いいたします。

矢倉 誠人（特任研究員）
●経歴

2017 大阪大学経済学部(松村研究室)卒業
2018〜2022 地域おこし協力隊（福岡県うきは市）→地方公務員
2022〜 大阪大学 共創機構 イノベーション戦略部門 人材育成室 ●メッ

セージ

大学卒業後、総務省の地域おこし協力隊事業を活用して、移住促進や空き家活用

に取り組み、公務員としては、農業分野や地方創生事業などに携わりました。

今年の4月から大阪大学に戻り、KSACの担当としてアントレプレナーシップ人材

の育成に取り組んでいます。皆様よろしくお願いいたします。

藤田 啓一朗（特任研究員）
●経歴

2013.3 慶應義塾大学環境情報学部卒業
2013.4 三井住友信託銀行入社
2022.5 （出向）大阪大学 共創機構 イノベーション戦略部門 人材育成室

●メッセージ

出向元では、事業法人･金融法人･自治体･学校法人等の法人営業に従事しておりまし

た。地方店時代に地方創生やアントレプレナーシップ教育に携わったこともあり、

国内随一のアントレプレナーシップ教育基盤を持つ大阪大学の取組みに関与できる

ことを大変嬉しく思っています。皆様、どうぞよろしくお願い致します。
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◼ご寄付をお考えの方へ

Innovators’ Clubの活動の更なる充実発展のために、大阪大学の未来基金内に「アントレプレナー育成基金（Innovators’ 

Club）」を立ち上げています。

寄付の詳しい内容については以下のWEBサイトに記載しておりますので、趣旨にご賛同いただける方は是非ご支援のほ

どよろしくお願いいたします。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/531/

ご寄付について

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/531/
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