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SWAN ベンチャーグループによるイノベーターピッチセッションスタートアップリスト 

SWAN ベンチャーグループは 50 社以上をスクリーニングし、イノベーションファインダーズキ

ャピタルのミートアップに最適なスタートアップ 10 社を選びました。 これらのスタートアッ

プに関する質問、その他のお問い合わせは SWAN 担当者松井 hm@swanvg.com までご連絡く

ださい。 

 
9 月 16日（日本時間）プレゼンのスタートアップ企業 
 

1. Symbl.ai 
Symbl.aiは音声またはテキスト通信のワークフローに合わせてスケールできる

会話型インテリジェンスプラットフォームを提供する会社です。 同社のプラッ

トフォームはあらゆるシステムへのシームレスな移行が可能で、書き起こし機能

以外に収集したデータをテーマ、業種、時系列ごとに整理するのにも役立ちま

す。 

プレゼンター：Vikram Modgil, Head of Growth 
URL: https://symbl.ai/ 
業種: 人工知能 (AI) 
 

2. Elevāt 
Elevát は、クラウドベースの産業用モノのインターネット（IIoT）プラットフ

ォームのスタートアップです。 同社はライフサイクル全体にわたりインテリジ

ェントな資産を管理するという課題に取り組む為、業界初の完全なエンタープラ

イズ対応システムを考案しました。同社のプラットフォームは容易にスケールが

可能であり、どのプラットフォームにも合うよう設計されています。またゲート

ウェイや接続されたデバイスとシームレスに連携可能です。 

プレゼンター: William Hill, Founder and CEO 
URL: https://www.elevat-iot.com/ 
業種: 産業用 IoT（IIoT） 
 

3. Wavely Diagnostics 
Wavely Dxは音響反射率測定を利用し中耳液を検出できる機械学習(ML)ソフトウ

ェアを開発しています。同社のアプリは主に小児用に開発されました。Wavely 

Dxのアプリを使用するとスマートフォンで患者の耳に液体があるかどうかを確

認し、遠隔医療プロバイダーが子供の耳の感染症を診断できることが可能になり

ます。  

プレゼンター: Arna Stoll, CEO 
URL: https://wavelydx.com/ 
業種: 医療用機器、人工知能 (AI) 
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4. Curie 

Curieを使用することにより消費者はスマートフォンで製品をよりリアルに見る

ことができます。同社の AR機能により、店頭で実際に品物を手に取り比較する

感覚により近いショッピング体験を可能にしました。  

プレゼンター: Michael Agustin, CEO 
URL: https://curie.co/ 
業種: 人工知能 (AI)、拡張現実(AR) 
 

5. Asignio 
Asignioは従来のパスワードよりも複雑なセキュリティを提供する生体認証ソフ

トウェアの会社です。 同社のソフトウェアには独自の署名(手書きベースのテク

ノロジー)と、顔と音声の認識を含む多層認証があります。 これらの機能により

ユーザーは従来のパスワード以上の安全性を確保できます。 ほぼ全てのソフト

ウェアに対応しています。 

プレゼンター: Kyle Rutherford, CEO and Founder 
URL: https://www.web.asignio.com/ 
業種: 生体認証、セキュリティ 

 

 

9 月 17日（日本時間）プレゼンのスタートアップ企業 
 

6. Noonum 
Noonumは、金融および経済データの機械学習(ML)、自然言語処理を通じ、機関

投資家等に対応するサービスを開発しているフィンテック企業です。 プラット

フォームの AIを通じ、企業、戦略、テーマに関する実用的な情報を提供してい

ます。 Noonumは、企業とポートフォリオの ESG(環境社会ガバナンス)とネット

ワーク効果に焦点を当てることで競合他社と差別化しています。同社は、ビッグ

データ、AI、NLP(神経言語プログラミング)を活用し日々変化するナレッジグラ

フを通じ、ポートフォリオをモニターします。これらは数百万のソースから数十

億のデータポイントを分析して作成されています。 

プレゼンター: Shankar Vaidyanathan, CEO and Founder 
URL: https://noonum.ai/ 
業種: フィンテック、人工知能 (AI) 
 

 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 
 
 

1 
 

7. One for Neptune 
One for Neptune は今まで見過ごされ、あまり使用されていなかった白身の魚か

らシーフードジャーキーを生産しています。同社の製品は全てグルテンフリー

で、保存料（硝酸塩を含む）、乳製品、GMO等を使用していません。シーフード

ジャーキーを通じ持続可能な食品のサプライチェーンの需要を満たす使命を持っ

ている会社です。 

プレゼンター: Nicholas Mendoza, CEO and Co-Founder 
URL: https://www.oneforneptune.com/ 
業種: 消費者向けパッケージ商品（食品） 
 

8. Nanodropper 
Nanodropperは目薬の点眼薬の量を減らし、無駄とコストを削減する目薬の容器

の会社です。同社の容器は特許を取得しています。 患者にとっても使用しやす

く殆ど全ての目薬に対応が可能です。 

プレゼンター: Mackenzie Andrews, CCO 
URL: https://nanodropper.com/ 
業種: 医療用機器 
 

9. UNpkl 
UNpklは AIを介し、データを制御できるネットワークセキュリティプラットフ

ォームの会社です。 同社の機能にはデバイス、特定のウェブサイトのブロッ

ク、ユーザーのデータ送信先に関する情報等があります。自身のルーター又は商

業用ネットワークプロバイダーを利用して UNpklのサービスを利用することがで

きます。 

プレゼンター: Yuan Karppanen, CEO and Co-founder 
URL: https://www.unpkl.io/ 
業種: 人工知能 (AI)、セキュリティ 

 

10. Jeeva  
Jeevaは、超低電力通信技術を提供するワイヤレス半導体技術を開発している会

社です。同社はインターネット障害としての電力を排除することにより、ワイヤ

レス接続の標準の再定義を目指しています。 Jeevaの技術は既存のものより消

費電力が少なく、スペースをとらないため様々な用途が見込まれています。ユー

ザーはあらゆる環境に無制限の数のセンサーを展開でき、より多くのデータを取

得し信頼性の高いデータを取得することができます。 

プレゼンター: Scott Bright, CEO 
URL: https://www.jeevawireless.com/ 

業種: ネットワーク、IoT 
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Sources: SWAN screenings and company websites 

Important Disclaimers  
 
 
This document has been prepared solely for informational purposes. Any projections or other estimates provided 
by the companies, including estimates of returns or performance, comments with respect to our objectives and 
strategies, or the results of our operations and business, are forward-looking statements based upon certain 
assumptions that may be wrong. These assumptions may be influenced by factors within or beyond our control, 
and actual results may differ materially from any estimates and projections. Factors influencing actual results 
include but are not limited to fluctuations in interest rates and stock indices, the effects of competition in the 
areas in which we operate, and changes in economic, regulatory and economic conditions. No part of this 
document may be construed as constituting investment advice or a recommendation to enter into any 
transaction. No representation or warranty is given with respect to the accuracy or completeness of the 
information contained in these presentations. Before entering into any transaction, investors should determine 
any economic risks and benefits, as well as any legal, tax and accounting consequences of doing so, as well as 
their ability to assume such risks, without reliance on the information contained in this presentation. 

 
 


