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December 5–9, 2022 
 
 
 
Dear Friends: 
 
I am pleased to extend my warmest greetings to everyone taking 
part in the 2nd Canadian Women-Only Business Mission to Japan, 
organized by the Asia Pacific Foundation of Canada (APF 
Canada). 
 
Canada and Japan are steadfast allies and partners with strong historic bonds, 
common values, and vibrant people-to-people ties. This important trade venture for 
women entrepreneurs in healthcare and clean technologies will help Canadian 
companies pursue opportunities for new business relationships and collaboration in 
the largest economy in the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-
Pacific Partnership (CPTPP). 
 
I would like to commend APF Canada for its hard work in organizing this mission. 
You can take pride in your commitment to our nation’s economic prosperity in the 
wake of the global impacts of the COVID-19 pandemic and to fostering women’s 
empowerment through trade. I am certain that the delegates will make the most of 
this unique and rewarding experience and that they will return home ready to take on 
new challenges and opportunities. 
 
On behalf of the Government of Canada, I offer my best wishes for success with 
your mission. 
 
Sincerely, 
 

 
 
The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P. 
Prime Minister of Canada 
 

2022年12月5〜9日

親愛なる皆さま 

カナダ・アジア太平洋財団（APF Canada）主催「第二回カナダ女性の日本ビジネスミ
ッション」にご参加の皆さまに、謹んでご挨拶申し上げます。 

カナダと日本は強い歴史的な絆、共通の価値観、そして人と人との豊かな結びつき
がある揺るぎない同盟国でありパートナーです。ヘルスケアとクリーンテクノロジー分
野の女性起業家を対象とした今回の重要な貿易イベントは、カナダ企業が「環太平
洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）」最大の経済国で
新たなビジネス関係と協業の機会を追求する助けになるでしょう。 

今回のミッションの開催に尽力されたAPF Canadaの功績に感謝します。新型コロナ
ウイルス感染拡大による世界的な影響の余波のなか、わが国の経済的な繁栄と、貿
易を通じた女性のエンパワーメントの促進に、真摯に取り組む姿勢に誇りをもってい
ただきたいと思います。代表団の皆さんはこの貴重で実りある経験を最大限に生か
し、帰国して新たな挑戦と機会へ取り組んでいかれるものと確信しています。 

カナダ政府を代表して、ミッションの成功を心よりお祈りいたします。 

ジャスティン・トルドー・カナダ首相
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November 11, 2022 
 

Congratulations to the Canadian women entrepreneurs who were 
chosen to take part in this exciting Second Canadian Women-only Business 
Mission to Japan, supported through the Women Entrepreneurship Strategy 
(WES) – a $6-billion-dollar investment by the Government of Canada to help 
break down barriers and support Canadian women entrepreneurs to start up, 
scale up, and expand their businesses across Canada and overseas.  
 

To the diverse and talented group women entrepreneurs participating 
in this first in-person Asia Foundation of Canada (APF Canada) mission since 
the pandemic – welcome! Your initiative with Japan could not be more 
timely, as Canada works to strengthen our commercial ties across the Indo-Pacific.  
 

This unique opportunity will enable the promotion of gender-inclusive trade and highlight the 
important role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in our respective economies. But most 
importantly, this mission will activate international partnerships for Canadian companies in the largest 
economy of the Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 
and a key market of the Indo-Pacific. 

 
The first mission to Japan led by APF Canada in 2019 resulted in over a dozen business 

arrangements for Canadian women entrepreneurs — including partnerships, collaboration in research, 
manufacturing, product and service localization, and distribution. I know this mission will achieve similar 
successes.  
 

To our Japanese friends in attendance, thank you for your warm reception for the Canadian 
delegation. To the organizers and delegates of this important business mission, I wish you good luck and I 
look forward to hearing about your successes.  
And to everyone attending today: now, more than ever, the world needs more Canada. I hope this mission 
helps you take your business to new heights and new markets in Japan, across the Indo-Pacific, and 
beyond. 
 
 
The Honourable Mary Ng, P.C., M.P. 
 

2022年11月11日 

この度、期待高まる「第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション」に参加される
カナダの女性起業家の皆さまに祝意を表します。ミッションを後援するWomen 
Entrepreneurship Strategy（WES）はカナダ政府から60億ドルの拠出を受け、障
壁を取り壊すとともに、カナダの女性起業家が事業を立ち上げ、拡張し、カナダ全域
および海外へ進出するための支援を行っています。 

新型コロナウイルスの感染拡大以降、初めての対面によるカナダ・アジア太平洋財団
（APF Canada）のミッションに参加される多様で才能ある女性起業家の皆さま、よ
うこそ！カナダはインド太平洋地域における通商関係を強化しており、皆さまの日本
との取り組みはかつてない好機に恵まれています。 

今回の貴重な機会はジェンダーインクルーシブな商取引を促進し、両国の経済にお
いて中小企業（SME）が果たす重要な役割に光をあてます。なにより重要なのは、
今回のミッションが「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定

（CPTPP）」最大の経済国かつインド太平洋の主要市場で、カナダ企業の国際パー
トナーシップを活性化することです。 

APF Canadaが主導した2019年の第一回ミッションでは、提携、共同研究、製造、製
品・サービスのローカライゼーション、販売流通に至るまで、カナダの女性起業家たち
は多くの商談をまとめました。今回のミッションもきっと同様の成功を収めるでしょう。 

ご参加の日本の皆さま、カナダ代表団への温かい歓待に感謝いたします。今回の重
要なビジネスミッションの運営者と代表者に無事の開催をお祈りすると同時に、成果
について聞かせいただくことを楽しみにしています。 

本日ご参加の皆さま、カナダは現在これまで以上に世界から必要とされています。今
回のミッションが皆さまのビジネスを日本、インド太平洋、そして世界で、新たな高み
へ、新たな市場へと導く一助になるよう願っています。 

メアリー・イン国際貿易・輸出促進・小規模ビジネス・経済開発担当大臣 
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メッセージ

ジャニス・フカクサ
第2回カナダ女性の日本ビジネスミッション団長

今回、カナダ・アジア太平洋財団第2回カナダ女性の日本ビジネスミッションにおいて
活力あふれる女性たちの団長を務めさせていただき、大変うれしく思います。今回の
ミッションは、アジア太平洋地域の成長市場にアクセスする機会を提供することで女
性起業家たちのビジネスの成功をお手伝いすることを目的としています。また、ジェ
ンダーの平等やカナダと日本における女性の経済的エンパワーメントを促進する政
策についての話し合いも行われる予定です。 

代表団の構成はカナダの文化的多様性を反映したものになっており、女性のビジネ
スリーダーやソートリーダー、そして素晴らしい女性起業家などが参加しています。彼
女たちはカナダのビジネス界を代表するえりすぐりの人々であり、持続可能なソリュー
ション、バイオサイエンス、ヘルステクノロジーの分野において画期的な技術や製品そ
してサービスを提供しているとして慎重に選ばれた起業家たちです。彼女たちと日
本の企業を結び付けて、パートナーシップ、共同研究、投資、また販売契約にもつなが
ることを目指します。私たちが目標としているのは、カナダと日本の企業双方に利益
をもたらす成果を達成することです。 

世界第三位の経済大国である日本には広大な市場潜在力があります。人口1億
2420万人のこの国のGDPはアジア第二位を誇り、コロナによる厳しい景気後退を経
て今後は経済成長することが期待されています。 

今回のミッションでのジェンダーや経済政策に関する話し合い、そして両国における
女性の経済進出を促進するために才能あるカナダの女性起業家やビジネスリーダ
ーたちを日本のパートナーに引き合わせることをとても楽しみにしています。この機
会を借りまして、トロントオフィスのクリスティン・ナカムラ（Christine Nakamura）副
理事長のリーダーシップの下、素晴らしい実りあるミッションとなるよう多大なるご尽
力をいただいたカナダ・アジア太平洋財団の皆様に感謝を述べたいと思います。最
後に、カナダ政府、スポンサーのエア・カナダ、そしてこの価値ある先進的な取り組み
に対して投資してくださったカナダと日本のミッションパートナーやサポーターの皆様
に心よりお礼を申し上げます。
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カナダ・アジア太平洋財団（APFカナダ）を代表いたしまして、第二回カナダ女性の日
本ビジネスミッションの全ての参加者の皆様を心より歓迎いたします。今回のミッショ
ンは、当財団で6回目を迎えるアジア太平洋地域へのジェンダーに基づくビジネスミ
ッションであり、パンデミック以来、初めての対面ミッションとなります。経済成長と女
性の経済進出を支援する取り組みにおいて、私たちはカナダでビジネスに携わる女
性、特に中小企業を経営する女性起業家たちに、ターゲット市場を多様化して、躍動
するインド太平洋地域の市場も標的に含めることを検討するよう促しています。この
ユニークなミッションは、セントラルカナダオフィス副理事長を務めるクリスティン・ナカ
ムラ（Christine Nakamura）の指揮の下で財団が組織する一連のアジアミッション
の最新のものであり、カナダ政府の女性アントレプレナーシップ戦略エコシステム基金

（Women Entrepreneurship Strategy’s Ecosystem Fund）の支援を受けた5
回目のミッションです。 

日本とカナダは経済パートナーとして広く認められており、その成熟した貿易関係
は、両国が締約国である環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な

協定（CPTPP）の下でさらに深まる可能性をもっています。今回のタイムリーなプロジ
ェクトを通じての協力は必ずや、既にある人と人との結びつきを深めるものとなり、
相互に利益をもたらす社会経済的成果が得られるはずです。女性の経済的エンパワ
ーメントの促進は女性のためだけではなく、社会にとっても、そして間違いなくビジネ
スや経済にとっても有益となります。 

この機会を借りまして、2019年以来、財団の一連の女性ビジネスミッションの強力な
提唱者であるミッション団長のジャニス・フカクサ（Janice Fukakusa）に感謝を述べ
るとともに、カナダおよび日本の数多くの官民パートナーに対しその寛大な支援にお
礼を申し上げたいと思います。この野心的で刺激的なプロジェクトの実現は皆様の
協力があってこそのものです。すべてのスポンサー、パートナーの皆様、協力してくだ
さった方々、そして貢献をしてくださった皆様にお礼を申し上げます。ミーティングや
ディスカッションが実りあるものとなることを願っており、ミッションによって素晴らしい
成果を達成できることを期待しております。

メッセージ

ジェフ・ナンキヴェル
カナダ・アジア太平洋財団会長
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メッセージ

イアン・G・マッケイ
在日カナダ大使

ヘルスケアおよびクリーンテクノロジー分野での女性のパートナーシップ構築に重点
を置いた、第二回カナダ女性の日本ビジネスミッションの皆様方をお迎えすることが
できて大変うれしく思います。今回のミッション企画において主導的役割を果たさ
れたカナダ・アジア太平洋財団にお礼を申し上げたいと思います。またメアリー・イン

（The Honourable Mary Ng）国際貿易・輸出促進・小規模ビジネス・経済開発担
当大臣の初めての公式日本訪問をお迎えできる素晴らしい機会ともなりました。 

2019年4月にカナダ・アジア太平洋財団は第一回カナダ女性の日本ビジネスミッショ
ンを実施しましたが、これが大いなる成功を収めたことで、この市場の女性起業家
たちの膨大な潜在力を証明しました。日本は世界第3位の経済大国であり、カナダ第
4位の商品貿易相手国かつアジア最大の対加投資国であります。世界がCOVID-19
パンデミックやインフレ上昇・サプライチェーン混乱による経済的影響から回復を
続ける中、1億2500万人を擁する日本の市場はカナダの企業に魅力的な機会を
提供してくれます。環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定

（CPTPP）– その中でカナダと日本は二大経済大国として位置付けられています – 
の実現は、日本への輸出に関心を寄せるカナダ企業に新たな可能性をもたらしまし
た。自由貿易の促進と貿易協定の実現はカナダと日本が共有する6つの優先事項の
一つです。これは2021年5月に両国の外務大臣が合意したものであり、2022年10月
にジョリー大臣が訪日した際にはさらに強固なものとなり、カナダと日本はこれら優
先事項の実現に向けたアクションプランを共同発表しました。アクションプランにおい

て両国は、女性主導の企業やSMEによる国際貿易・投資への参加増大の促進を通
じての、インクルーシブな経済成長に向けた支援の重要性を強調しています。 

カナダと日本の商業関係が強まり続ける中で、女性ビジネスリーダーたちは成長
と繁栄に貢献するための重要な役割を担っています。カナダのトレード・コミッショ
ナー・サービス（Trade Commissioner Service）によるBusiness Women in 
International Tradeプログラムは、女性が経営するカナダ企業のグローバル市場
進出を支援するためのものです。カナダ政府は、国際貿易によって得られる利益は、
社会のすべての分野の人たちの参加を促すインクルーシブで多様化されたアプロー
チによって最大化されると固く信じています。 

日本との二国間関係の中心を成すのは、今回の第二回カナダ女性の日本ビジネスミ
ッションのような重要なイニシアティブを通じて築かれる、人と人そして企業同士のつ
ながりです。皆様にお会いするのを楽しみにしておりますとともに、こうした関係を維
持し、また新たに構築するためにも、今週開催されるミッションの様々なネットワーキ
ングイベントをどうかご活用ください。 

ミッションの成功をお祈りいたします。 

イアン・G・マッケイ 

在日カナダ大使 

https://www.tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang
https://www.tradecommissioner.gc.ca/businesswomen-femmesdaffaires/index.aspx?lang
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メッセージ

勘二 山野内
駐カナダ日本大使

第２回目のCanadian Women-Only Business Missionの日本派遣を心からお喜
び申し上げます。同ミッションには､イン国際貿易大臣も参加され基調演説をされると
伺っています。日加関係と女性の活躍向上の両方の観点で有益なミッションになり、
二国間関係の強化に貢献するものと確信しています。 

世界の情勢は厳しいですが、カナダはエネルギーや重要鉱物、食料などの供給力が
高いだけでなく、AIや量子コンピューター、クリーンテクノロジーなどの最先端技術を
有しています。現在､日本とカナダは、相互の関係を様々な分野でさらに深化できる
環境にあると考えています。 

最近の両国関係はさらなる深化を遂げつつあります。ジョリー外相は本年10月に訪
日し、その際、「自由で開かれたインド太平洋」という日本とカナダの両国が共有する
ビジョンに貢献するための日加アクション・プランが発表され、情報保護協定の交渉
が開始されます。 

また、シャンパーニュ革新・科学・産業大臣は、今年の7月と9月に既に2度にわたり訪
日し、閣僚や多くの日本の財界人と精力的に会談をされています。 

さらに、日本とカナダの商工会議所は、本年 9 月にトロントにて会議を行い、双方に
とって非常に建設的なものとなりました。この会議では、サプライチェーン、エネルギ
ー、食料に焦点を当てており、具体的な成果につながることを期待しています。 

岸田内閣は女性活躍の促進に力を入れており、本年12月には男女共同参画の国際
会議であるWAW!（World Assembly for Women）を開催します。来年には、日本
は男女共同参画・女性活躍に係わるG7閣僚会議を主催します。こうした重要な動き
がある中で、今回のミッションは、日本とカナダが女性の活躍向上のための協力を着
実に進めている姿を世界に示すことになると考えています。 

以上のとおり、今回のミッションが日加関係の｢新しい章｣に重要な１ページを書き加
えて頂けることを心から期待しています。
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1
日
目 
ミ
ッ
シ
ョ
ン

2022年12月5日 （時刻はすべて日本標準時で表示） 

カナダ大使館オスカー・ピーターソン・シアター

9:30AM レジストレーション開始

10:00AM M.C.による挨拶  
Christine Nakamura氏、カナダAPFセントラルカナダオフィス副理事長会長 

10:05AM 歓迎挨拶 
イアン・マッケイ閣下、駐日カナダ大使

10:08AM 歓迎メッセージ（録音音声） 
ジャニス・フカクサ氏、第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション議長

10:10AM 首相歓迎メッセージ（録音音声） 
ジャスティン・トルドー（The Rt. Hon. Justin Trudeau）カナダ首相

10:15AM 基調講演：女性の参画：経済成長の重要な推進力 
メアリー・イン（The Hon. Mary Ng）カナダ国際貿易・輸出促進・小規模ビジネス・経済開発担当大臣

10:30AM 炉辺談話  
メアリー・イン（The Hon. Mary Ng）カナダ国際貿易・輸出促進・小規模ビジネス・経済開発担当大臣 
野田由美子氏、第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション東京共同議長 
ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長、経団連審議員会副議長

10:45AM パネル1：メール・アライ（男性支援者）：男女平等に向けてのパートナー 
辻清人氏、自由民主党（LDP）副幹事長、元外務大臣政務官 
野田由美子氏、第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション東京共同議長 
ヴェオリア・ジャパン株式会社代表取締役会長、経団連審議員会副議長 
角南篤博士、笹川平和財団理事長 
Maili Wong氏、カナダAPF理事、Wellington-Altus Private Wealth執行副社長兼シニアポートフォリオマネ
ジャー兼取締役 
司会：内永ゆか子氏、ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク 

（J-WIN）会長理事

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 
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カナダ大使館4階南

12:00PM ネットワーキングランチ 
スポンサー：Shiseido Canada

カナダ大使館オスカー・ピーターソン・シアター 

1:30PM パネル2：変化を後押しするSTEM女性 
Linda Maxwell博士、外科医、トロントメトロポリタン大学Biomedical Zone（Unity Health Torontoと提
携）エグゼクティブディレクター兼ファウンダー 
Shawna Pandya博士、医師、科学宇宙飛行士候補生、Luxsonic Technologies没入型医療担当バイスプレ
ジデント 
鈴木蘭美博士、モデルナ・ジャパン株式会社代表取締役社長 
司会：Allison Sekuler博士、Centre for Aging + Brain Health Innovation（CABHI）所長兼主任科学者

2:45PM 休憩

3:10PM パネル3：CanWIN：成長する女性の国際エコシステム 
Sara Wilshaw氏、カナダグローバル連携省次官補兼貿易局長内永ゆか子氏、J-WIN会長理事 
Amanda Healy氏、Kirrikin代表取締役  
Elisa Chiu氏、Anchor Taiwanファウンダー 
司会：Christine Nakamura氏、カナダAPFセントラルカナダオフィス理事長

4:25PM エア・カナダ代表者挨拶、ミッション公式航空会社スポンサー 
ワイス貴代（Kiyo Weiss）氏、エア・カナダ アジア・太平洋地区統括支社長 

4:30PM 閉会挨拶 
Christine Nakamura氏、カナダAPFセントラルカナダオフィス副理事長

カナダ大使館4階北 

5:00PM カクテルレセプション – 代表団のみ  
スポンサー： カナダ輸出開発公社

6:30PM 1日目終了 
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2022年12月6日（時刻はすべて日本標準時で表示）

ホテルニューオータニ、AZALEA（アッザレーア）、ザ・メイン宴会場階 

8:15AM- 
9:30AM

女性ビジネスリーダーラウンドテーブル
招待客のみ

カナダ大使館4階北・南 

9:00AM 代表団・州代表者会合

10:00AM B2Bマッチングミーティング

明治記念館 

12:30PM 昼食 - 代表団のみ 
スポンサー：笹川平和財団 
招待客のみ

カナダ大使館4階北・南  

2:30PM B2Bマッチングミーティング

6:30PM 2日目終了

2
日
目
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル 
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3
日
目
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル

2022年12月7日（時刻はすべて日本標準時で表示） 

横浜

8:30AM 現地視察1グループA：NEC Future 
Creation Hub
https://www.nec.com/en/global/fch/index.
html
住所：〒108-0018東京都港区芝 
5-7-1 NEC本社ビル 1階

10:00AM 現地視察2グループA：NTTドコモ本社 
https://ca.nttdata.com/en/about-us/
content/innovation-at-ntt-data
住所：〒100-6190東京都千代田区 
永田町2-11-1山王パークタワー27階

9:00AM 現地視察1グループB：三菱重工（MHI）Yokohama Hardtech Hub 
https://www.mhi.com/business/technology/yhh
住所：〒231-8715神奈川県横浜市中区錦町12

12:00PM グループA・Bの現地視察：資生堂グローバルイノベーションセンター（S/Park）
https://spark.shiseido.co.jp/
住所：〒220-8559神奈川県横浜市西区高島1-2-11

1:00PM 資生堂グローバルイノベーションセンター（S/Park）にて昼食

2:00PM 東京に向けて出発

ニューオータニホテル  

3:30PM ホテル到着

駐日カナダ大使公邸 

5:30PM 駐日カナダ大使 
イアン・マッケイ閣下主催によるレセプション 
招待客のみ

8:00PM 3日目終了

https://www.nec.com/en/global/fch/index.html
https://www.nec.com/en/global/fch/index.html
https://ca.nttdata.com/en/about-us/content/innovation-at-ntt-data
https://ca.nttdata.com/en/about-us/content/innovation-at-ntt-data
https://www.mhi.com/business/technology/yhh
https://spark.shiseido.co.jp/
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4
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2022年12月8日（時刻はすべて日本標準時で表示）

大阪 

11:30AM 新大阪駅着

リーガロイヤルホテル（大阪）ロイヤルホール 

12:00PM ホテル到着

12:10PM ホテル内のリモネレストランにて昼食（ウエストウイング1階）

1:30PM ロイヤルホールにてシンポジウム（タワーウイング3階） 
M.C.による挨拶
Christine Nakamura氏、カナダAPFセントラルカナダオフィス副理事長

1:40PM 歓迎挨拶 
生駒京子氏、大阪カナダ名誉領事（Canadian Honorary Consul-Designate）、第二回カナダ女性の日本ビ
ジネスミッション関西地方共同議長、関西経済同友会代表幹事、プロアシストファウンダー兼社長

1:45PM 挨拶 
David Perdue氏、在名古屋カナダ領事館領事

1:50PM パネル4：国際化を通じて経済成長を促進する女性起業家たち 
田端礼奈氏、ShareSmart代表取締役 
生駒京子氏、プロアシストファウンダー兼社長 
Charlene Brophy氏、Fonemed代表取締役社長 
帯野久美子氏、株式会社インターアクト・ジャパン代表取締役 
司会：Janice Fukakusa氏、第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション議長 

2:30 PM 閉会挨拶  
Janice Fukakusa氏、第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション議長

2:35PM 関西経済同友会との情報交換 
招待客のみ

3:30PM B2Bマッチングミーティング

6:30PM 4日目終了
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ー
ル

2022年12月9日（時刻はすべて日本標準時で表示） 

リーガロイヤルホテル（大阪） 

9:00AM 2025年日本国際博覧会協会到着 
〒559-0034大阪市住之江区南港北1-14-16 
大阪府咲洲庁舎43階

9:30AM 女性起業家にとっての大阪万博2025でのチャンス 
ワダ・アヤ氏またはトミタ・ユリエ氏（未定）

10:00AM 大阪万博2025出発

11:00AM けいはんなプラザ会議場にて昼食
京都府相楽郡精華町光台1-7 619-0237

12:45PM けいはんなプラザ出発

1:00PM 国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
京都府相楽郡精華町光台二丁目2番地2けいはんなプラザ正面 
https://www.atr.jp/

2:00PM サントリーワールドリサーチセンター
京都府相楽郡精華町精華台8丁目1－1
https://www.suntory.co.jp/area/kinki/d/1909/

3:30PM 京都駅に向けて出発
東本願寺バスツアー（未定）

4:30PM 京都駅着

5:01PM 東京駅に向けて京都出発

東京

7:15PM 東京駅着

ホテルニューオータニ

8:00PM 5日目終了

https://www.atr.jp/
https://www.suntory.co.jp/area/kinki/d/1909/
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The Honourable Mary Ng
国際貿易・輸出促進・小規模ビジネス・経済開発担当大臣 

オンタリオ州公共サービス、ライアソン大学、オンタリオ州教育
省で勤務した後、カナダで最も優秀な公共部門リーダーの1人
として認められ、その後、ジャスティン・トルドー首相のもとで人
事任命責任者を務めました。

2017年にマーカム-ソーンヒル地区選出の国会議員として初
当選。これまでに小規模ビジネス・輸出促進・国際貿易大臣を
務めました。 

献身的なコミュニティリーダーとして常に公共サービスの力を
信じ、教育、女性のリーダーシップ、雇用創出、起業家活動の分
野で20年の経験を積んできました。 

Ng大臣は家族と香港からカナダに移住し、多くの新規移民が
カナダで経験する苦労と最終的な成功について学びながら育
ちました。 

His Excellency Ian McKay
駐日カナダ大使

2001-05年にカナダ連邦政府の3閣僚の上級政策顧問
を、2010-13年にカナダ自由党のナショナルディレクターを務め
る。オタワでの活動に続き、2013-18年にはバンクーバー市の
経済開発機構であるバンクーバー経済委員会の最高経営責
任者を務める。 

2018年1月、首相の対日特使に任命され、「環太平洋パートナ
ーシップに関する包括的及び先進的な協定」のカナダの最終
交渉を補佐。2018年3月、世界最高の投資先としてのカナダの
魅力を発信するインベスト・イン・カナダの創設に伴い、最高経
営責任者に就任。 

2021年4月15日、駐日カナダ大使に指名される。

ブリティッシュ・コロンビア州ペンティクトン出身。ブリティッシュ・
コロンビア大学で政治学とアジア研究を修め、クィーンズ大学
で経営学修士号を取得。トロント大学ロットマン・スクール・オ
ブ・マネジメント、インスティテュート・オブ・コーポレート・ディレク
ターズの経営幹部教育プログラムを修了。 

1987 年、ニューヨークのユーロブローカーズ・インベストメント
社に入社し、国際金融市場でのキャリアを開始。1994年にユー
ロブローカーズ東京の代表取締役となり、1998年にユーロブ
ローカーズ・ロンドンの共同代表取締役に就任。2006-09年、イ
ンターキャピタル・ブローカーズNYにカナダエネルギー市場担
当ディレクターとして勤務。 



Kiyoto Tsuji
衆議院議員

す。議員になる前はワシントンDCにある米戦略国際問題研究
所（CSIS）のOffice of the Japan Chairでシンクタンク研究
員を務めており、米国と日本の戦略的関係を重点分野として
いました。 

京都大学で経済学学士号、コロンビア大学で国際学修士号を
取得しています。彼は日本語、英語、フランス語を流ちょうに話
します。 

現在、東京都台東区で妻、娘、息子と暮らしています。

自由民主党（LDP）所属。衆議院自民党国会対策委員会副委
員長始め様々な役職に就任 

辻󠄀清人氏は東京都第二区選出の4期目の衆議院議員で、元
外務大臣政務官です。自由民主党（LDP）に所属しています。
現在は衆議院の自民党国会対策委員会副委員長を始めとし
て様々な役職に就いています。 

1979年に東京で生まれた辻󠄀氏はその半生を海外で過ごして
おり、ほとんどはカナダですが、米国とスイスでも暮らしていま

Janice Fukakusa
第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション団長、トロントメトロポリタン大学総長 

2014年にはFinancial Executives Canada、PwCおよび
ロバート・ハーフにより、カナダのCFO オブ・ザ・イヤーに選
ばれました。2017年、彼女はYWCAの著名な女性として称
えられ、2018年にはカナダの影響力のある女性上位25人の
うちの一人に挙げられました。Fukakusa氏はファンドレイ
ジング協会（Association of Fundraising Professionals）

（GTA）の2020 Outstanding Volunteer Awardの受賞
でもって慈善活動への献身が認められました。2011年に
Institute of Chartered Professional Accountants of 
Ontario（FCPA）のフェローに任命され、ヨーク大学シューリッ
ク・ビジネススクールでMBAを取得しました。2016年にはヨー
ク大学で名誉法学博士号を受けました。2021年、そのリーダ
ーシップ、指導力、そして地域社会への貢献を認められてカナ
ダ勲章を授与されました。

Janiceはトロントメトロポリタン大学の総長であり、企業
の取締役、そしてカナダ最大の銀行ロイヤルバンクの最
高総務と財務責任者でもあります。Brookfield Asset 
Management、Cineplex、Loblawを始めとして、様々な
企業やNPOの役員を務めています。マーガレット王女がん
財団（The Princess Margaret Cancer Foundation）
会長、カナダインフラ銀行初代会長、APFカナダのカナ
ダ国際女性ネットワーク（Canadian International 
Women’s Network：CanWIN）副会長でもあります。2007
年、Fukakusa氏はカナダで最もパワフルな女性の殿堂入り
をし、2012-2016年の連続4年間、American Banker誌の
銀行業界で最もパワフルな女性25人（25 Most Powerful 
Women in Banking）の一人に選ばれました。 
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Yumiko Noda
東京共同議長　第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション　代表取締役会長　ヴェオリア・ジャパン株
式会社

社代表取締役社長に就任、2020年6月より同社代表取締役会
長（現職）。近年は、資源の循環を通じて新たな価値を生み出
すサーキュラーエコノミー（循環型経済）の推進にも注力。

一般社団法人日本経済団体連合会審議員会副議長および環
境委員長、など。

東京大学卒、ハーバードビジネススクール卒（MBA)。

日本長期信用銀行本店、ニューヨーク支店、ロンドン支店を経
て、PwC英国本社ディレクターに就任。その後PwCアドバイザ
リーパートナー、横浜市副市長、清華大学日本研究センターの
シニアフェローを経て、2017年10月ヴェオリア・ジャパン株式会

Kyoco Ikoma
大阪カナダ名誉領事　関西共同議長　第二回カナダ女性の日本ビジネスミッション　関西経済同友会　
代表幹事　株式会社プロアシスト代表取締役社長兼創立者

博2025で3回目となり、大阪ではアジア初開催の万博である
1970年の万博も開催されました。 

2021年中頃より、生駒氏は関西地方の企業幹部の団体であ
る関西経済同友会の代表幹事も務めており、その前は2017年
より同団体の常任幹事を務めていました。大阪府国際交流財
団、大阪産業技術研究所、大阪大学数理・データ科学教育研
究センター（招へい教授）、大阪商工会議所など、生駒氏は数
々の業界団体や公益団体にも関わっています。先ごろ、大阪の
カナダ名誉領事（ Honorary Consul Designate）に指名さ
れました。

生駒京子氏は、大阪府に本社を置く医療機器・健康管理会社
である株式会社プロアシストの代表取締役社長です。10年以
上にわたってコンピューターエンジニアリングの仕事に従事し
た生駒氏は1994年に株式会社プロアシストを設立し、2001年
より代表取締役社長を務めています。 

株式会社プロアシストを指揮するほか、生駒氏は大阪で開催
される万博2025を指揮する組織である2025年日本国際博覧
会協会の副会長も務めています。「いのち輝く未来社会のデザ
イン」と題する万博2025は、最先端の技術など、世界的な課題
を解決するのに役立つ世界中の知識を紹介することを目的と
しています。この世界的なイベントが日本で開かれるのは万
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Elisa Chiu
Anchor Taiwanファウンダー 

財団戦略諮問委員会（Strategic Advisory Council）、なら
びに台湾－香港経済・文化協力会議（Taiwan-Hong Kong 
Economic and Cultural Co-operation Council：THEC）
の一員です。2018年にテクノロジー分野の40歳以下の女性40
人に選ばれ、2019年には新北市政府により30人のパワフル
女性（30 Women Power）の一人として認められ、2020年に
はGen.Tとクレディスイスのソーシャルインパクト賞を受賞しま
した。 

ブリティッシュコロンビア大学にて経済学の優等学位（First 
Class）、トロント大学にて金融経済学修士号（MFE）を取得
しました。Elisaはカナダ女性国際ネットワーク（Canadian 
Women’s International Network：CanWIN）理事会で執
行顧問を務めています。

Elisa Chiuは、イノベーションと投資と国境を越えた協力が
交わるところで活動する起業家です。ウォールストリートで10
年間、一流の投資銀行やヘッジファンドに勤務してアジア太平
洋地域で10億米ドル以上の資金を動かしてきました。2017年
に、15以上の国々の顧客やパートナーにアジアでの業界アク
セス、マーケットイマージョン、技術提携の機会を提供するプラッ
トフォームであるAnchor Taiwanを設立しました。 

Elisaは真のエコシステム構築者です（例えば100社以上が
参加するコーポレート・ベンチャリング・ラウンドテーブルの開
催や、100人以上の女性投資家が参加するベンチャーキャピ
タル業界で働く女性のネットワーク（Women in Venture）
の立ち上げなど）。彼女はFoxconnが始めたオープンEVプラ
ットフォームであるMIHの諮問委員会、カナダ・アジア太平洋

Dr. Amanda Healy
Warrikal Pty Ltd代表取締役兼Kirrikinマネージングディレクター 

業 – をつくりました。Kirrikinではカシミヤやシルクにアボリ
ジニの作品をデジタル印刷して、これを服やアクセサリーにし
ます。Kirrikinはオーストラリア輸出委員会（Export Council 
of Australia）でEコマース賞を受賞し、2016年には国内受賞
者の最終候補に残りました。2018年、Kirrikinは再び創造産
業分野で輸出委員会賞を受賞しました。Kirrikinは先住民プ
ロジェクトに関する啓蒙活動や資金調達活動において人気あ
るパートナーです。2017年、Amandaは他の2人の業界スペシ
ャリストと協力してWarrikalを設立しました。先住民が過半
数を所有するメカニカルサービス企業ですが、ピルバラ地域で
の50年ほどにわたるシャットダウンやターンアラウンドの経験
を活かしています。AmandaはWarrikalの代表取締役です
が、Kirrikinを通じて社会的責任に関する取り組みを続けて
います。

AmandaはWonnarua（ニューサウスウェールズ州ハンターバ
レーの先住民族）の女性であり、Koorie民族でもあります。彼
女はオーストラリア、アフリカ、カナダの鉱業界で35年以上の経
験を有しており、BHP、Rio Tinto、WMCなどの優良鉱業企
業で働いていました。2003年にMaxx Engineeringを設立し
ましたが、2015年には大手国際企業に売却しました。 

2014年にブリズベンで開かれたC20のEthnic Business 
AwardsでAmandaは名誉ある「ビジネス界の先住民

（Indigenous in Business）」賞を受賞し、それ以来、国家
的・地域的な数々のスモールビジネス賞を受賞してきまし
た。MBAを取得しており、2020年にカーティン大学で商業博
士号を授与されました。 

Amandaは本物の先住民製品の不足に取り組むために2014
年後半、Kirrikin – アーティストと利益を共有する社会的企
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Dr. Linda Maxwell
外科医、トロント州立大学Biomedical Zoneファウンダー兼業務執行取締役 

（Unity Health Torontoとの協力による） 
Maxwell博士は女性エグゼクティブネットワーク（Women’s 
Executive Network）のカナダで最もパワフルな女性トップ
100（Canada’s Top 100 Most Powerful Women）、技術分
野に変化をもたらした上位30人の女性、そしてカナダの優秀
な黒人女性トップ100の一人として認められました。オックスフ
ォードで運用管理においてHayes Prizeを、トロント州立大学
でGrayson Administrative Leadership Awardを受賞し
ました。 

Maxwell博士はハーバード大学で生物学の学士号（優等）、
エール大学でM.D.、オックスフォード大学でM.B.A.を取得しま
した。耳鼻咽喉学と顔面形成再建外科においてダブルボード
認定を受けています。 

コーポレートガバナンスの向上に対して非常に熱心に取り組
んでいます。彼女は認定を受けた独立社外取締役（ICD.D）
であり、ディリジェント・クライメート・リーダーシップ（Diligent 
Climate Leadership）認定を目指しています。

Linda Maxwell博士は、科学、イノベーション、創造力によって
すべての人々の健康を増進することに生涯にわたって取り組
もうとしています。 

ダブルボード認定の耳鼻咽喉科外科医である彼女は現
在、DCVCの運営パートナーで、ヘルスケアやライフサイエン
ス技術に重点的に取り組んでいます。Proprio Visionおよび
Swift Medicalの役員も務めています。 

彼女はカナダ初で唯一の、病院が備わった医師主導の医療
技術インキュベーターであるBiomedical Zoneの設立者で
あり業務執行取締役です。2015年にBiomedical Zoneを設
立して以来、複数のイグジットを伴った医療技術やデジタルヘ
ルスを扱うスタートアップ企業70社以上を育てており、6千万
ドル以上の民間投資を促進し、何百人もの臨床医に参加さ
せ、67,000人以上の患者に影響を与えてきました。 

トロント大学の非常勤外科教授であり、トロントにあるLi Ka 
Shing Knowledge Instituteでアソシエイト研究員を務める
彼女は科学関係の本を出版した作家であり、医学教育者であ
り、講演者としても活躍しています。 

Christine Nakamura
第二回カナダ女性の日本ビジネスミッションダイレクター、カナダ・アジア太平洋財団、セントラルカナダオ
フィス（トロント）副理事長

理事長、反アジア人種差別カナダ全国連合理事、Operation 
Smile Canada理事、高円宮日本カナダ記念基金諮問委員
会（カナダ）委員。国際貿易女性機構（OWIT）の2020年度
JoAnna Townsend Excellence Award for Leadership 
in International Trade、2022年度G. Raymond Chang 
Outstanding Volunteer Awardを受賞。

カナダ・アジア太平洋財団、セントラルカナダオフィス（トロント）
副理事長。1976年から2011年まで、カナダ市民権・移民省や
司法省、直近では外務通商開発省など、カナダ政府のさまざ
まな省庁に勤務。日本や韓国での海外勤務経験もあり、トロ
ント大学では東アジア研究を専攻し、学士号を取得。現在はト
ロントの日系文化会館財団理事、日本震災復興支援基金副
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Kumiko Obino
株式会社　インターアクトジャパン　代表取締役 

委員、一般社団法人関西経済同友会常任幹事、NHK近畿地
方放送番組審議会委員などを歴任。現在は、国立大学法人東
北大学経営協議会委員、関西国際大学理事、高野山大学特
任教授、南紀白浜エアポート監査役などを務める。  

2022年旭日双光章受章。  

著書『地域がグローバルに生きるには 地方創生と大学教育』
（学芸出版社 2017 年 7 月）。 

1952年大阪生まれ。1975年追手門学院大学卒業後、フリー
ランスの翻訳家として活動を開始、1985年株式会社インター
アクトジャパンを設立、現在に至る。関西のグローバル化と共
に歩み、牽引する。2009年から2015年まで国立大学法人和
歌山大学理事・副学長を務める。大阪府人事委員会委員長、
大阪市教育委員会委員、内閣府男女共同参画会議有識者議
員、APEC2010 女性リーダーズネットワーク会合実行委員、文
部科学省大学設置・学校法人審議会委員、中央教育審議会

Shawna Pandya博士は医師であり、潜水技術者であ
り、国際宇宙科学研究所（International Institute for 
Astronautical Sciences：IIAS）の科学者宇宙飛行士候補、
スカイダイバー、訓練パイロット、Luxsonic Technologies
没入型医学教育担当副社長、Orbital Assembly 
Corporation医療顧問、そしてExplorers Clubのフェローと
いう肩書です。IIASの宇宙医学グループのディレクター、IIAS
のOperational Space Medicineコースにてチーフインス
トラクター、World Extreme Medicineのポッドキャストで
ある WEMCastシリーズのホスト役、 Shad Canada-Blue 
Origin学生微小重力コンテストの主任調査員、 ASCEND 
Guiding Coalitionメンバー、 Association of Spaceflight 
Professionalsのライフサイエンスチームリーダー、そして
アルバータ大学で「テクノロジーと医療の将来」の特別講師

（sessional lecturer）を務めています。 

Pandya博士は2015年に無重力状態で商業宇宙服をテス
トした最初のクルーの一人でした。2019 NEPTUNE（生理
学・テクノロジー・水中探査海洋実験）ミッションにおいては

潜水技術者としての肩書が加わりました。彼女の活躍は、映
画「Apollo 11: First Steps」とともに公開されたランドロー
バーによる2019年のショートムービー、Another World、そ
して 宇宙医学をテーマにしたキャンペーンである2022 FIGS 
Space Navy and Mauveでも紹介されています。彼女はESA
の欧州宇宙飛行士センターやNASAのジョンソン宇宙センタ
ーにインターンとして勤務していました。長期宇宙飛行にお
ける心理的回復力に関する著書もあります。2021年に極限環
境医療（Extreme and Wilderness Medicine）における名
誉フェローとしての地位を与えられ、カナダ女性エグゼクティ
ブネットワーク（Women’s Executive Network）の最もパワ
フルな女性トップ100（Top 100 Most Powerful Women）
に選ばれました。彼女の業績はオンタリオ科学センターで常
設展示として、カナダ初の女性宇宙飛行士であるRoberta 
Bondar博士と並んで紹介されています。2022年、Pandya
博士はExplorers Clubの「世界を変える50人の探検家（50 
Explorers Changing the World）」に選ばれました。

Dr. Shawna Pandya
医師、科学者宇宙飛行士候補、Luxsonic Technologies没入型医学教育担当副社長 
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David Perdue
在名古屋カナダ領事館　領事

宮崎県国富町役場にて国際交流員として 2 年間勤務した経
歴を持つ。学生時代は、カナダ・モントリオールのマギル大学
で東アジア研究を専攻し、早稲田大学では交換留学生として
日本語を学んだ。 英語、日本語、フランス語と少しの中国語を
話す。

2021年8月より在名古屋カナダ領事館の領事として着任する。  

前職では、中国の在重慶カナダ総領事館の領事兼通商代表
を経て、カナダ大使館に内設するオンタリオ州政府在日事務
所で代表を務める。   

日本での経験も豊富で、在京カナダ大使館経済部二等書記
官、経済産業省（METI）にて交換研修生として 1 年間勤務、

Dr. Allison Sekuler
Centre for Aging + Brain Health Innovation（CABHI）所長兼主任研究員 

使命を追求する戦略の先導役となっています。知覚や認知に
関する自身の研究では行動療法・神経画像アプローチを使用
し、老化、顔面知覚、学習と可塑性、ニューロテクノロジーに特
に関心を寄せています。彼女のトランスレーショナル研究は、
加齢に伴う感覚や認知機能の低下を防止、発見、治療するた
めの方法の開発を目指すものです。 

科学分野や業界との連携協力は北米からEUそしてアジアに
も及び、その論文はネイチャーを始めとして一流の国際学術誌
で発表されています。Allisonは研究、教授、そしてリーダーシ
ップにおいて国内外の数々の賞を受賞しており、認知神経科
学におけるカナダ初のCanada Research Chair保持者であ
り、最近では2019年にWXNのカナダで最もパワフルな女性ト
ップ100（Top 100 Most Powerful Women）の一人に選ば
れました。

Allison Sekuler博士（FSEP, FPS, FAPS）はRotman 
Research Instituteにおける認知神経科学のSandra 
A Rotman Chair保持者であり、Baycrest Centre for 
Geriatric CareのBaycrest Academy for Research and 
Education所長兼主任研究員、そしてCentre for Aging + 
Brain Health Innovation（CABHI）の所長兼主任研究員
を務めています。ポモナ・カレッジ（数学・心理学学士）および
カリフォルニア大学バークレー校（心理学博士）を卒業した
Allisonはトロント大学とマクマスター大学の教授でもありま
す。 

Baycrestでは老化、認知症、脳の健康に関する学内研究プロ
グラムを指揮しており、CABHIでは、脳の健康や健康的な老
化をサポートするためにカナダ国内や世界の大学、保健分野、
政府、NPO、産業界のパートナーたちと緊密に協力して、画期
的な製品、サービスそしてベストプラクティスを促進するという
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Elaine Shigeishi 
Shiseido (Canada) Inc.スキンケア部門販売・マーケティング担当副社長 

ョン委員会（Diversity, Equity, and Inclusion Council）
の共同議長を務めています。彼女は教育、啓蒙、コミュニケー
ションのためのプラットフォームを支援してポジティブな変化を
生み出すことを提唱し、ビジョンや戦略の実行を支持していま
す。Elaineはトロント大学で経済学および定量法スペシャリス
トにおける名誉理学士号を取得し、社会学を専攻しました。彼
女は日系三世のカナダ人で、夫であるBryanとともに、2人の
娘、NicoleとKristenに人生を精いっぱい生きて大きな夢を
もつようにと自信をもって勧めています。

Shiseido (Canada) Inc.スキンケア部門の販売・マーケティン
グ担当副社長であるElaineはクリエイティブで戦略的かつ結
果を重視するリーダーです。高級化粧品・フレグランスの販売、
マーケティング、広報、研修において35年以上の経験を有する
彼女は、信用、信頼性、そしてオープンコミュニケーションとい
う強力な基盤の上に関係を築くことをとても大事にしていま
す。Elaineはカナダの化粧品業界への生涯を通じた貢献に
対して2022年ビューティ部門ベストアイコン賞（Beauty’s Best 
Icon Award）を受賞しました。Elaineは日系文化会館の理
事を務め、資生堂ではダイバーシティ・エクイティ・インクルージ

Dr. Atsushi Sunami
笹川平和財団理事長 

Roundtable）座長を務めています。このほか、内閣府の安全
保障イノベーション戦略（Innovation Strategy for Security 
and Safety）のメンバーでもあり、外務省科学技術外交推進
会議にも参加しています。ジョージタウン大学でBSFSを取得
し、コロンビア大学で政治学のMIAとPh.D.を取得していま
す。

角南篤は笹川平和財団理事長兼笹川平和財団海洋政策研
究所長です。彼はまた、SciREXセンター長、政策研究大学院
大学（GRIPS）学長特別補佐、早稲田大学（東京）ナノ・ライフ
創新研究機構客員教授でもあります。 

角南博士は現在、内閣府宇宙政策委員会の基本政策部会
構成員および内閣府宇宙政策担当大臣の下での宇宙利
用推進ラウンドテーブル（Space Utilization Promotion 
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Dr. Rami Suzuki
モデルナジャパン代表取締役社長 

ニバーシティ・カレッジ・ロンドンにてLudwig Institute for 
Cancer Research奨学金プログラムにより医学博士号を取得
しました。ロンドンのインペリアル・カレッジにおいて乳がんに
関する博士（ポスドク）研究を行いました。

モデルナ入社前はフェリング・ファーマ株式会社のCEO代表
取締役社長でした。このほかヤンセンファーマ株式会社でメ
ディカルアフェアーズ部門本部長、エーザイ株式会社でコーポ
レートビジネスデベロップメント担当執行役も務めました。ユ

Rena Tabata
ShareSmartコーファウンダー兼代表取締役 

コロンビア大学において礼奈のチームは、カナダ内科学会
（Canadian Medical Association）や王立カナダ内科・外
科大学（Royal College of Physicians and Surgeons）と連
携して学部生の医学教育研修を実施しました。その後、カナダ
三井物産株式会社で、エネルギーインフラや海上エネルギー
商品取引においてM&Aの機会を追求するチームを率いてい
ました。

ShareSmartのコーファウンダー兼代表取締役である田端礼
奈は、バーチャルな患者ケアのためのスマートフォンによるセ
キュアなメッセージのやり取りやビデオによる遠隔医療を促進
する斬新な通信ソリューションによって、患者のプライバシー
保護や医療機関の運営を向上させることに取り組んでいま
す。2017年にAppleから指定されたカナダ初のヘルスソフトウ
ェア開発パートナーのShareSmartは75か国以上で、ヘルス
ケアチームや保健学を学ぶ学校で使用されています。 

礼奈は神経変性病の経路研究、医学倫理・教育、そして海
上貿易というバックグラウンドをもっています。ブリティッシュ
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Yukako Uchinaga
ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（J-WIN）会長理事、Globalization Research 
Institute（GRI）代表取締役社長 

2014年4月に「ジャパンダイバーシティネットワーク」（JDN）
も立ち上げました。彼女は1999年にウィメン・イン・テク
ノロジー・インターナショナル（Women in Technology 
International：WITI）に米国外から殿堂入りした初めて
の女性となりました。2006年には米国女性エンジニア協
会（Society of Women Engineers：SWE）よりUpward 
Mobility Awardを表彰されました。2013年6月には「男女
共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰」を受賞しまし
た。 

内永氏は東京大学で理論物理学の学位を取得しています。

内永ゆか子は1971年に日本IBMでそのキャリアをスタートさ
せ、開発、マーケティング、経営などで幾つかの役職に就きまし
た。1995年には日本IBMの取締役に選出されました。2008
年から2013年3月までは、ベルリッツコーポレーション代表取
締役会長兼社長兼CEOおよびベネッセホールディングス取締
役副社長を務めました。内永氏は現在、職場での多様性を促
進する非営利組織であるJ-Win（ジャパン・ウィメンズ・イノベ
イティブ・ネットワーク）の理事長です。内永氏は2013年9月に
GRI（Globalization Research Institute Co., Ltd）という
自身の会社をスタートさせました。 

Kiyo Weiss
エア･カナダアジア・太平洋地区統括支社長

2009年6月、日本地区旅客営業・マーケティング部本部長とし
てエア･カナダ入社

2013年10月、日本支社長

2018年11月より現在 アジア・太平洋地区統括支社長日本・中
国・香港・韓国・オーストラリア・ニュージーランドを始めとする
アジア太平洋諸国からの旅客収入全般の責任者。

日本においては、エア･カナダの路線拡大に尽力し、入社時に
は毎日1便の運航であった日本発着便をピーク時には毎日6
便にまで増便した。

前職のユナイテッド航空では、日本地区予約・発券本部長、東
日本地区旅客営業部長を務め、予約システムへの初の日英音

声認識システムの導入や、沖縄に初の予約センターの外部委
託の開設をした。

三井物産、ビジネスインターナショナル（英国エコノミストグルー
プコンサルティング会社）での勤務経験も持つ。

1985年3月、青山学院大学文学部英米文学科卒業後、サイマ
ルアカデミーにて、同時通訳プログラム履修。社会人のための
ビジネストレーニングプログラムJMEC (Japan Market

Expansion Competition) 履修、修了。

在日カナダ商工会議所元理事 NPO子供地球基金顧問 青山
経済人会会長
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Sara Wilshaw
国際ビジネス開発担当　主任商務官・次官補 

アメリカ、貿易、気候変動、人権、国連などに関する問題につい
て戦略的分析を行っていました。 

カナダ・米国関係に関する経験には、NAFTA再交渉時のグロ
ーバル連携省北米担当部長、そしてダラス総領事としての職
務も含まれます。海外でも活躍しており、インドのカナダ高等弁
務官事務所、在ジュネーブ世界貿易機関カナダ政府代表部、そ
して日本のカナダ大使館にて商務担当公使を務めました。 

Wilshaw氏はヨーク大学で国際関係および経済学を学びま
した。既婚で2人の子供がいます。

28年間公職に就く政府高官のWilshaw氏は現在、グローバ
ル連携省（Global Affairs Canada）で主任商務官・次官補
を務めています。彼女は、カナダの企業が国際市場を開拓し、
新たな顧客やパートナーを見つけ、問題を解決し、輸出を通じ
て成長を促進するのを手助けするグローバルチームを率いて
います。また、輸出金融、海外投資、留学生の募集、責任ある事
業活動など、世界的な貿易をサポートするサービス全般にわ
たっても指揮しています。 

それ以前、Saraは枢密院事務局の外交・防衛政策事務局業
務部長（Director of Operations, Foreign and Defence 
Policy Secretariat）を務めており、カナダ・米国関係、ラテン

Maili Wong
Wellington-Altus Private Wealth執行副社長、シニアポートフォリオマネージャー、取締役 

地域社会のリーダーとして積極的に活動し、次世代へのメンタ
ーシップを重視。2016年に財務大臣からブリティッシュコロンビ
ア州不動産評議会のメンバーに任命され、任期を満了しまし
た。現在はブリティッシュコロンビア大学ポートフォリオマネジメ
ント財団の専門理事を務め、同大学が毎年開催する「Up the 
Down Market」イベントの共同議長としてダウン症研究基金
の資金調達を行っています。また「Maili Wong ファイナンス
奨学金」を創設。同大学で毎年ファイナンス専攻の女子学部生
を対象に奨学金とメンターシップを授与しています。Wongは
同大金融学科を「最優秀女子卒業生」として優等で卒業しま
した。

WongはWomen’s Executive Networkから「カナダで最も
パワフルな女性トップ100人」に選出され、モダンな投資アプロ
ーチを駆使してクライアントに経済的なレジリエンスと富への
ポジティブな考え方をもたらすために尽力しています。 

ベストセラーの著書『Smart Risk: Invest Like the Wealthy 
to Achieve a Work-Optional Life』や「TEDx Talk」の講
演では、国際投資における20年以上の経験で得たレジリエ
ンスや教訓について個人的なストーリーを紹介。Business 
in Vancouver誌の「40歳以下のトップ40人」に取り上げら
れ、BC Business誌の「ブリティッシュコロンビアの最も影響力
のある女性」の1人に指名されました。記念本『Canada 150 
Women』でも特集されるなど、メディアで功績が認められて
います。 
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Saint-Laurent, QC
anandadevices.com
margaret@anandadevices.com

会社概要 

Ananda Devices は、コンピュータチッ
プ上でヒトの神経系を迅速に成長させ
るテクノロジーを提供する革新的な企
業です。当社の脳、脊髄、神経筋接合部
のモデルは14カ国のバイオ製薬企業に
より前臨床段階で採用され、薬剤の毒
性・有効性のテストや、臨床試験中の患
者層別化のサポートに使われています。
当社技術の大きな強みはスケーラビリテ
ィ、ヒトデータのより速やかな取得、そし
てヒトへの投与前に化合物の安全性と
有効性の予測データをスピーディーに
生成する点にあります。また動物実験を
大幅に減らし、適切な計算能力と組み
合わせることで、アルツハイマー病やパ
ーキンソン病、多発性硬化症、ALS（筋
萎縮性側索硬化症）などの神経疾患の
治療法の開発にかかる時間を短縮する
ユニークなアプローチを提供します。 

企業特性 

当社は、あらゆるニューロンタイプに対
応し、30分で最大3000のヒト神経細胞
を対象に数千の化合物の毒性と有効
性を確実かつ迅速にスクリーニングす
る、初のハイスループット型ヒトニューロ
ンチップを用意しています。独自技術に
より、チップ上で神経細胞ネットワークの
生理学的な成長を再現することが可能
です。当社の技術をラボに導入している
フォーチュン500企業と5年にわたり緊密
に連携し、標準のワークフローで確実か

つ拡張性のあるヒトデータをより迅速に
取得できる製品へ改良を進めました。 

主な活動分野 

当社は、患者の皆さまにとって、より安
全で優れた医薬品のローンチに拍車
をかけるべく、独自技術を製品・サービ
スとしてバイオ医薬品企業に提供して
います。製品はフォーチュン500社によっ
て検証され、初期リードの創出から臨
床分析に至るまで、医薬品開発をサポ
ートし、神経変性疾患や自己免疫疾患
の精密医療にダイレクトに応用されて
います。 

対象組織 

日本はバイオテクノロジー産業の主要
拠点の1つであり、動物実験が法律で規
制または禁止されているため、当社のテ
クノロジーにとって理想的な市場です。
潜在的な顧客や投資家、特にアルツハ
イマー病、パーキンソン病、ALSなどの
神経疾患の治療法を開発する大手製
薬会社やバイオテクノロジー企業とお会
いしたいと考えています。当社のテクノ
ロジーは、新薬のローンチに大きく拍車
をかけ、新規化合物の開発リスクを減ら
すことを可能にします。 

参加目的 

日本市場をさらに開拓し、潜在的な顧
客や投資家と関係を築くことを目指し
ています。

Dr. Margaret 
Magdesian
代表取締役 
Ananda Devices

anandadevices.com
mailto:margaret%40anandadevices.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/ananda/
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Paradise, NL
catalysthealthsolutions.ca
june@chsnl.ca

June 
Tavenor
代表取締役 
Catalyst Health Solutions

会社概要 

Catalyst Health Solutionsは、医院・
病院の従来の枠にとらわれず、多岐に
わたる看護・医療サポートサービスを提
供する先進的なヘルスケア企業です。
臨床サービス（予防接種、血液検査、ア
セスメント、COVID-19検査など）だけ
でなく、地域社会を支援する革新的な
方法を継続的に模索しています。例え
ば、医療従事者の燃え尽き防止のため
の長期介護ケア（LTC）施設や民間介
護ケア向けの在宅介護サポート、所属
診療看護師の拡充、看護学生向けの有
給研修プログラム、映画制作における
COVID関連のコンプライアンス、がん
治療を含めた早期診断・介入、公的医
療予算案を通じた民間部門のプログラ
ム開発、LTC支援、そして高齢者介護な
ど。また先頃、カナダ国内でプライマリー
ヘルスケアの提供支援を拡大しました。
当社最大のプログラム「Cancer Care 
at Home（在宅がん治療）」では、救急
外来を受診することなく、日常的ながん
治療と治療に伴う合併症の不足部分を
補います。 

第2の法人であるCatalyst Diagnostic 
Solutionsは、POC（臨床現場）向けの
技術と遠隔医療を組み合わせて早期診
断・治療を行う革新的なPOC診断企業
です。Catalyst Diagnostic Solutions
は完全に認可された診断機関であり、
診断と治療までにかかる時間を短縮し
て医療のキャパシティを高め、患者さん

の健康アウトカムを向上させます。 

企業特性 

Catalyst Health Solutions Inc.は先
進的なオンデマンド医療企業であり、多
岐にわたる民間看護・医療支援サービ
スを提供することで、個人や企業、また
医療提供者が従来の医療施設の枠外
で健康と福祉に主体的に取り組めるよ
うサポートしています。当社の理念は、
カナダと世界における医療提供の変革
に具体的な貢献をすること。社会に広く
届く公的予算による医療を維持するた
め、継続的な改善と効率性を提唱し、当
社のサービスを通じてよりよいアクセス
を実現する革新的な方法を模索しなが
ら、医療制度が患者ケアのニーズを満
たせるよう支援します。 

主な活動分野 

企業や行政機関への医療サポート、およ
びクライアント直結型の医療サポート。 

対象組織 

共通の関心や目標をもつ医療従事者そ
の他団体と対話し、さらなるインサイトや
現地のビジネス機会とのつながりを獲
得することを目指しています。 

参加目的 

日本における医療の提供やニーズにつ
いて知識を広げ、日本の医療専門家と
協力してCatalyst Health Solutions
の医療提供・イノベーションモデルを適

用できる重要度や優先度の高い医療分
野の不足部分を特定すること。

http://catalysthealthsolutions.ca
mailto:june%40chsnl.ca?subject=
https://www.facebook.com/catalysthealthsolutions/
https://twitter.com/catalystnurse
https://www.instagram.com/catalysthealthsolutions/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/catalyst-health-solutions-inc/?originalSubdomain=ca
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Richmond, ON
competentboards.com
hbj@competentboards.com

会社概要 

Competent BoardsTM は、環境・社
会・ガバナンス（ESG）や気候問題に関
するオンライントレーニングプログラム
を取締役や上級経営専門職に提供す
る独創的かつトップクラスの制作会社
です。 

本社はトロント（カナダ）にありますが、
遠隔プログラムを通じて世界のあらゆ
る地域を対象にしています。当社の世
界レベルの職能開発・アドバイザリーサ
ービスは、現代を取り巻く経済、環境、
社会の膨大な課題にうまく対応するた
めに必要なものについて、取締役へ情
報提供をサポートします。講師陣は世界
をリードする取締役会メンバー、最高経
営幹部、投資家、その他の専門家180名
以上からなり、指定プログラムや認証プ
ログラムに貢献しています。彼らの知見
のおかげで、当社は世界中の取締役会
や最高経営幹部により優れた意思決定
と管理能力をもたらすことができるの
です。 

企業特性 

当社の目的は、取締役会メンバーや上
級管理職が現在、そして将来の世界に
影響をおよぼす課題について、より多く
の情報に基づく意思決定を行えるよう
指導し、力を与え、すべてのリーダーが
未来の舵取り役となる社会を創ること
です。 

Competent Boardsはインサイトを提
供することで、かつてなく深刻な課題
が待ち受けるこの時代に、管理能力と
先見性を皆さまへもたらします。顧客は
企業のESGに対する立場を気にします
が、企業の取締役会は多くの場合、ス
テークホルダーのためにより十分な情
報に基づく意思決定を行うだけのESG
関連の知識がありません。Competent 
Boardsプログラムで自信をつければ、
こうした課題について信頼性のある発
言ができるようになります。当社は、皆さ
まがより優れた取締役としてステークホ
ルダーの要求に応えられるよう教育プ
ログラムを提供します。 

主な活動分野 

Competent Boardsは取締役、取締役
を目指す方、投資家、その他のビジネス
リーダー向けに、ESGと気候変動に関
する教育プログラムを提供します。 

対象組織 

私たちは日本で当社のエリート向け
ESG（環境・社会・ガバナンス）企業教育
プログラムを確立するため、将来のパー
トナーになりうる組織を探しています。
取締役や企業幹部を会員にする機関を
主なターゲットとしており、こうしたネット
ワークに深いつながりをもち、ビジネス
リーダーのグループに当社のプログラム
を販売促進するために力を貸していた
だけるパートナーを求めています。 

参加目的 

日本市場で重要な取引関係を築き、最
高経営幹部や投資家、取締役、またそう
したネットワークに助言する立場の方た
ちに当社プログラムを販売促進するた
め、日本の提携先を見つけたいと考え
ています。

Helle 
Merete Bank 
Joergensen
代表取締役 
Competent Boards

http://competentboards.com
mailto:hbj%40competentboards.com?subject=
https://www.facebook.com/CompetentBoards
https://twitter.com/CompetentBoards
https://www.instagram.com/esg_competent_boards/
https://www.linkedin.com/school/competentboards/
https://www.youtube.com/channel/UCDQz0-yporcwRxdrsQv14kQ
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Anmore, BC
conquerexperience.com
angela.robert@
conquerexperience.com

Angela Lee 
Robert
代表取締役 
Conquer Experience

会社概要 

Conquer Experienceは、デジタルヘ
ルスとEdTech（教育工学）の接点に位
置するカナダのスタートアップ企業であ
り、ゲーム産業で数十年の経験がある
企業幹部2名により設立されました。 

当社は、優れたエクスペリエンスを確立
して職場における学びのあり方を変革
することに意欲的に取り組んでいます。
現在の研修メソッドは効率が悪く、統一
を欠き、内容も退屈です。 次世代が必要
とするのは、彼らが職場で成功できるよ
う設計されたソリューションです。 

Conquer Experienceが提供するの
は、受賞歴のある手術手技研修向けの
プラットフォームベース没入型学習ソリュ
ーション「PeriopSim」。主に看護師や
医師以外の医療スタッフを対象に、この
分野で市場をリードしています（総市場
規模は最大110億ドル）。このテクノロジ
ーではバーチャルリアリティとゲーミフィ
ケーションを採用し、魅力的な学習体験
を提供します。学習時間は50％以上短
縮され、講義形式の学習と変わらない
習熟度を達成できます。 

企業特性 

当社はテクニカルな知性をユーザーエ
クスペリエンスやゲーミフィケーションの
専門性と組み合わせ、従事者が喜んで
使う魅力的なアプリを制作。独自のコン
テンツ制作体系を通じて複雑なシナリ

オに命を吹き込むことに専門性を発揮
します。また1000人以上の雇用者、教育
者、学習者と面接してフィードバックを得
ることで、シミュレーションとゲーミフィケ
ーションを活用し、当社のエクスペリエ
ンスでより一層楽しめる学習を実現し
ています。 

当社は担当チームとともにスキルを駆
使し、拡張性の高いインパクトのある医
療教育プラットフォームを構築。各種外
科部門で従事するスタッフに、シミュレー
ション研修と評価を実施します。このプ
ラットフォームでは、1時間の手術のシミ
ュレーションを10分で実施。従来の1対1
のシャドーイングによる研修メソッドと比
べて、スピードは6倍です。 

主な活動分野 

当社の販売先は医療システム、教育機
関、医療機器メーカーなど、官民の供給
事業者です。 

対象組織 

外科部門の責任者など医療システムの
代表者、看護師の育成機関、またシード
投資家やアーリーステージ投資家、医療
機器メーカーとお会いしたいと考えて
います。 

参加目的 

医療システムと関係を築いて外科手術
向けのローカライズコンテンツで協働す

ること、潜在的な投資家と直接面会する
こと、医療機器メーカーとつながりをも
つことを目指しています。

http://conquerexperience.com
mailto:angela.robert%40conquerexperience.com?subject=
mailto:angela.robert%40conquerexperience.com?subject=
https://www.facebook.com/periopsim/
https://twitter.com/periopsim/
https://www.linkedin.com/in/angelarobert/
https://www.linkedin.com/company/conquer-experience
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Dorchester, ON
dbc-labs.com
pvitale@dbc-labs.com

会社概要 

Diagnostics Biochem Canada Inc.
（DBC）は49年以上にわたり、診断と公
衆衛生の分野に変化をもたらす独自の
免疫分析キットの開発・販売をミッション
に掲げてきました。クオリティの高い免
疫分析を世界市場に提供するメーカー
として、常に新しい技術や応用を模索し
ながら、病気の診断分野を進歩させ、ひ
いては世界中の人びとの生活の質にイ
ンパクトを与えられるよう取り組んでい
ます。DBCは、医療現場におけるELISA
技術の導入以来、数十種類のELISAお
よびLIA製品を100カ国以上へ継続供
給。さらに、アメリカ最大規模の基準測
定施設すべてに参入し、業界最大手各
社との競争力を証明しています。 

企業特性 

当社のELISAキットは、高い品質と優れ
た評判により世界レベルで認められて
います。社内では、できるかぎり原料を
他のカナダメーカーによる高品質な製
品を通じて調達することに一層注力し
ています。また、医療機器メーカーとし
てMDSAP（医療機器単一調査プログラ
ム）に基づく監査に合格し、日本をはじ
め同プログラムの参加規制当局の関連
要件を満たしています。 

主な活動分野 

カナダでは、病院、研究所、大学などに
直販しています。国外では、現地の保健

省との規制・登録手続きに対応する代
理店を通じ、エンドユーザー（主に診断
施設と病院）へ販売しています。 

対象組織 

現地の販売代理店：当社では日本の研
究所、病院、大学と当社の橋渡し役にな
りうる体外診断用医薬品の販売代理店
を求めています。 

参加目的 

今回のミッションに参加する目的は、現
地でコネクションを作り、日本とカナダ
の将来的なビジネスチャンスを開拓する
ことです。貿易使節団と各地を回ること
は、私たちにとって日本文化の新たな
面を知り、より深いつながりをもつ機会
になるとかたく信じています。

Pamela 
Vitale 
執行責任者 
Diagnostics Biochem 
Canada

http://dbc-labs.com
mailto:pvitale%40dbc-labs.com?subject=
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Montreal, QC
earaccess.com
arenyi@earaccess.com

Audra Renyi 
ファウンダー兼代表取締役 
earAccess

会社概要 

earAccess Inc.は強い社会理念を掲
げる利益追求型企業であり、低所得者
層の障害者に安価な補聴器や聴覚サ
ービスを世界規模で提供する新しい破
壊的ビジネスモデルを開発。安価な補
聴器、移動式聴覚検査、補聴器の提供
に向けた現地女性の研修、補聴器代金
の柔軟な支払い条件、そして代替流通
ネットワークの構築を組み合わせ、サー
ビスの行き届かない社会の周縁にいる
人たちの生活にプラスの影響を与える
ことを目指しています。 

難聴は目に見えない障害であり、15
億人が影響を受け、うち4億6600万人
は日常生活に支障をきたす失聴に苦
しんでいます。難聴者の80%は低中所
得国（LMIC）で暮らし、補聴器を利用
できるのは15%未満です。難聴を放置
することによる世界的なコストは、年間
9800億ドル以上にのぼり、WHOによる
と「2030年までに貧困をなくすという国
連加盟国のグローバル目標に対する潜
在的リスク」になっています。 

2015年の設立以来、earAccessは4万
5000件以上の聴力検査を実施し、4000
個以上の補聴器を提供し、350人以上

（75％は女性）を聴覚技師として訓練
しました。フィリピンのマニラでは自治体
障害者部門との官民連携により、2万人
以上の子供を対象に難聴のスクリーニ

ング検査を実施。世界の恵まれない人
たちが補聴器や聴覚治療を利用できる
ようにした功績が認められ、創業者の
Audra RenyiはGovernor General’s 
Innovation Awardを受賞しました。 

企業特性 

earAccess Inc.は最新のデジタル検査
と代替流通体制を通じて安価で高品質
な補聴器を提供し、数百人に聴覚への
アクセスを提供する、価値ある提案を行
うヘルステック企業です。 

EarAccessでは新興市場を中心に、世
界へ補聴器・聴覚サービスを提供する
ため、従来の聴覚クリニックのかわりに
薬局、眼鏡チェーン、医療センターなど
の代替流通網を通じて補聴器を販売す
る新しい破壊的ビジネスモデルを提案。
技術の進歩に、新しい流通モデルと革
新性の高いソリューションを融合させて
います。 

主な活動分野 

earAccessは補聴器の販売・サービス
をB2C（薬局、クリニック、オンライン）、ま
たB2B（医療機器販売代理店、NGO）の
両方で行っています。 

対象組織 

薬局、医療品チェーン、現地販売代理
店。 

参加目的 

薬局を中心として当社補聴器の店頭販
売を通じ、日本市場に浸透する方法を
模索すること。

http://earaccess.com
mailto:arenyi%40earaccess.com?subject=
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Milton, ON
ecosinfo.ca
shirook@ecosinfo.ca

Dr. Shirook 
Ali
代表取締役 
Ecosystem Informatics

会社概要 

Ecosystem Informatics Inc.（ESI）
は、AIを使用した次世代型大気質監
視・管理ソリューションにより、固定式と
移動式のモニターを組み合わせて正確
かつ高度なデータを収集します。採用す
る企業や団体は使いやすいダッシュボ
ードとともに明確で実用的なインサイト
を入手し、環境目標の進捗状況を測定
し、計画を立てられるようになります。当
社は女性、若者、マイノリティが主体とな
り、大気汚染防止イニシアチブの有効性
を測定評価するために必要なツールを
提供し、気候変動対策の最前線で活動
することに重点を置いている会社です。
クリーンテクノロジーのスタートアップ企
業を経営する熱意とエネルギー、またそ
れを成功へ導く技術的な専門性と経験
を備えています。当社を支えるのは合計
100以上の特許を持つ経験豊かなアド
バイザーチームであり、いずれも小規模
なスタートアップと多国籍テクノロジー企
業の両方でリーダーを務めてきました。 

企業特性 

ESIのソリューションは、特許出願中の
AIアルゴリズムを搭載した最先端のワ
イヤレスIoTデバイスを使用し、既存機
器を超える競争力を誇ります。これによ
り、より小さく、携帯しやすく、移動中の
使用も可能になりました。こうした特性
のおかげで場所を問わず車両にも搭載
できるため、対象範囲は従来型ステー

ションの推定約10倍に。また専門スタッ
フ、車両、設備がなくても設置地点間の
移動が可能です。機器ユニットはSaaS
契約で提供され、ユニットの設定、デー
タの取得・分析、ダッシュボードによるカ
スタム報告、可視化ツール、AIモデリン
グが含まれます。この結果、柔軟で拡張
性が高く、費用対効果に優れ、信頼性
の高い適切なデータを提供する完全な
システムとなっています。 

主な活動分野 

SaaS（Software-as-a-Service）、クリー
ンテクノロジー 

対象組織 

当社の主なターゲットは行政機関、また
高価値なチャネルをもつ提携先の2つ
です。 

参加目的 

現地企業と互恵的なパートナーシップ
を構築し、潜在顧客のいる市場でプレ
ゼンスを確立し、調達権限のある担当
者との関係を通じてリードを創出する
こと。

http://ecosinfo.ca
mailto:shirook%40ecosinfo.ca?subject=
https://www.linkedin.com/company/ecosinfo/
https://twitter.com/EcosInf
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Mississauga, ON
erthos.ca
nuha@erthos.ca

Nuha 
Siddiqui 
代表取締役兼コーファウン
ダー 
erthos

会社概要 

erthosは、プラスチック汚染のない地
球を目指してより良い素材を提供する
ため、大規模に拡張可能なプラットフォ
ームを構築しています。erthosの素材
で作られたシングルユース（使い捨て）
製品は、既存のプラスチック製造体制と
100パーセントの互換性があり、持続可
能な製造を行い、廃棄時には堆肥化で
きます。2018年の設立以来、世界に事
業を拡大し、複数の特許を出願し、AB 
InBevなどの多国籍ブランドとともに材
料技術の有効性を検証しています。第
1号の製品ラインはすでにFDAからコ
ンプライアンスとバイオベースの認証を
取得しており、年内に商業展開する予
定です。 

企業特性 

私たちの業界のメーカーやブランドに
とって、当社の素材はシングルユースの
プラスチックに対応する代替品であり、
食品・包装産業の要件にも準拠してい
ます。地球に対しても、CO2排出量の削
減、水とエネルギーの節約、プラスチッ
ク廃棄物の根絶など環境面で大きなメ
リットをもたらします。そして寿命を迎え
れば堆肥化され、再び地球へ戻ってい
きます。 

素材をより優れた基準、つまりerthos
基準に保つことが私たちの信条です。
当社の基準はよりよい素材で、よりよい
地球を実現することを約束します。長期

的に地球を守るために役立つより優れ
た素材のために、大規模に拡張可能な
プラットフォームを創出することが私たち
の理念です。 

主な活動分野 

バイオマテリアル（生体材料）：プラスチッ
クの製造・供給 

対象組織 

第1の目標は、シングルユースプラスチッ
クのメーカーや、従来のプラスチックに
替わる持続可能な製品を求める消費者
ブランドと出会うこと。第2の目標は、樹
脂コンパウンドメーカーと面談し、当社
事業のための製造パートナーシップを
検討することです。さらに、プラスチック
を使わない世界への移行を支持する気
候変動政策立案者や行政機関ともつな
がりたいと考えています。 

参加目的 

こうしたプラスチックフリー運動は、世界
を巻き込んだ強力なパートナーシップな
しでは実現しません。今回の会合参加
は、よりよい素材でより持続可能な未来
を目指し、よりよい地球を目指す運動を
確立する上で、当社のミッションに参加
してくださるインド太平洋地域のきわめ
て重要なパートナーシップを確保する助
けになると考えています。

http://erthos.ca
mailto:nuha%40erthos.ca?subject=
https://twitter.com/planeterthos/
https://www.instagram.com/planeterthos/
https://www.linkedin.com/company/erthosinc/
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Toronto, ON
femtherapeutics.com
inara.lalani@femtherapeutics.
com

Inara Lalani
コーファウンダー兼執行責
任者 
FemTherapeutics

会社概要 

FemTherapeuticsは女性が設立した
医療機器メーカーで、医療を女性向け
にパーソナライズします。女性の4人に1
人、また80歳以上では2人に1人が尿失
禁などの骨盤底障害（PFD）、さらに骨
盤臓器脱（POP）に悩まされます。こうし
た疾患は治療が大変遅れており、医療
のイノベーションでも大きな男女格差を
生んでいます。POPの背景には、女性の
健康状態でも最も多岐にわたる要因が
潜んでいる可能性が高いにもかかわら
ず、「1つの解決手段ですべてを解決す
る」問題として扱われています。 

FemTherapeuticsはPFDの症状を効
果的に緩和し、外科的介入を防ぐため
に、世界初のカスタム型婦人科装具を
製造。3Dプリント、人工知能、クラウドソフ
トウェアの最新の進歩を活用し、骨盤関
連の治療の利用、クオリティ、費用を向
上させる初のパーソナライズドペッサリ
ー・プラットフォームを開発中です。骨盤
の健康を目指す総合的なデータ駆動型
ソリューションを通じ、患者さんが自分
の症状をコントロールできるようにする
とともに、臨床医が慢性疾患管理を有
効に行い、患者さんとのエンゲージメン
トを高められるようにします。最先端の
3Dプリント技術を駆使し、婦人科分野
に適用されたことのない生体適合性の
高い医療グレードのシリコンを直接プリ
ントしています。 

企業特性 

FemTherapeuticsはペッサリー市場
において、画期的な自律型設計による
カスタムフィットペッサリーを開発した
唯一の企業です。当社の再構築メカニ
ズムは、膣内の前後の壁にかかる圧力
を横方向へ転換します。既存のペッサ
リーは前壁と後壁の静止ポイントが不
適切なため、膣道からズレたり外れた
りすることがよくあります。側壁は骨盤
骨で支えられているため、筋肉とペッ
サリーを保持するだけの強さがありま
す。FemTherapeuticsは3年を費やし
て前臨床試験を行い、さまざまなデータ
セットとMRI・CT画像を入手。これらの
結果に基づき、腹圧を腟壁に方向転換
するペッサリーの基本形状を開発し、AI
による最適化によって各患者さんに適
合させることが可能になりました。 

主な活動分野 

医療機器 

対象組織 

臨床研究者と関係を築いて知見のフィ
ードバックを得ること、注目度を高め、質
の高い投稿論文を準備すること。3Dプ
リント技術の拠点、日本でのパートナー
シップは当社の研究開発の取り組みを
加速化させることが期待されます。投資
家やアクセラレーターのネットワークも広
げたいと考えています。 

参加目的 

当社のソリューションを日本で発売する
ため、行政部門の政策や慣行、民間の
サービス（アクセラレーター、投資家）を
理解すること。ビジネス界で活躍する女
性や、臨床医、患者、行政責任者、戦略・
商用化のエキスパートとのネットワーク
を拡大すること。

http://femtherapeutics.com
mailto:inara.lalani%40femtherapeutics.com?subject=
mailto:inara.lalani%40femtherapeutics.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/femtherapeutics/
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St. John’s, NL
fonemed.com
cbrophy@fonemed.com

Charlene 
Brophy
執行責任者 
Fonemed

会社概要 

Fonemedは、熟練した臨床医チームと
当社独自のソフトウエアプラットフォーム
を通じて24時間365日の遠隔医療サポ
ートを提供する国際遠隔医療企業です。
当社のサービスには、電話とオンライン
による看護のアドバイスや症状のトリア
ージが含まれ、適切なケアを指示しま
す。プラットフォームでは、在宅患者用機
器向けの生体情報モニタープログラム、
慢性疾患管理プログラム、ビヘイビアヘ
ルス・危機カウンセリング、性的暴行アル
ゴリズム、職務上の血液・体液曝露に関
するホットラインなどの機能をクライアン
トに提供。現在、4000万人以上が当社
の看護アドバイスサービスとソフトウエ
アプラットフォームを利用しています。 

企業特性 

Fonemedは、サービスとソフトウエアの
プロバイダーとして独自の地位を確立
しています。800以上の臨床アルゴリズ
ムを備えた最先端のソフトウエアプラッ
トフォームは、幅広い医療サービスや専
門領域につながる1つの窓口を提供す
ることで、不要な救急外来をなくし、ヘ
ルスケアコストを削減し、治療へのアク
セスを改善します。私たちが現状に満足
することはありません。必要とする人が
最も適切な場所で看護や治療を受けら
れるように、革新的な手段を探していま
す。それは病院のベッドまたは長期療養
施設かもしれません。しかし、多くの場
合は自宅でも可能であり、それが望まし

いのです。当社の最大の功績は、多忙
な救急診療部門からケアを振り分ける
ことで、コスト削減と治療へのアクセス
改善を実証したことです。サービス利用
者の70％は、より低いレベルのケアへ振
り分けられています。高齢化と人口減少
が進行するなかで、革新的な診療の手
段を提供しています。 

主な活動分野 

ヘルスケアサービス＆テクノロジー 

対象組織 

オンライン診療ソリューションに関心のあ
る保健当局、行政機関、病院、診療所、
医師との面談を希望しています。 

参加目的 

現在は北米を中心としている当社営業
地域の拡大を目指しています。800以上
のクリニカルパスと26年にわたる遠隔
医療サービスの経験をはじめ、当社の
テクノロジーをアジア市場へ導入できれ
ば幸いです。新規取引先との接触を求
めています。

http://fonemed.com
mailto:cbrophy%40fonemed.com?subject=
https://www.facebook.com/charlene.brophy1
https://twitter.com/brophyceo
https://www.instagram.com/charlenebrophy1/
https://www.linkedin.com/in/charlene-brophy-24094b2a/?originalSubdomain=ca
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Brampton, ON
hdaxtx.com
nabanita@hdaxtx.com

Dr. Nabanita 
Nawar
代表取締役兼コーファウン
ダー 
HDAX Therapeutics

会社概要 

HDAX Therapeuticsは前臨床段階
の低分子創薬企業であり、神経疾患
やがんなどヒストン脱アセチル化酵素

（HDAC）が関与する病変で、満たさ
れていない医療ニーズが大きいものに
ついて、安全で効果的な治療を提供す
る標的治療薬向けのプラットフォームを
開発しています。HDAXは、これまでの
医薬品開発の妨げとなってきた弱い結
合、標的外毒性、不十分な薬物動態プ
ロファイルなどの創薬の一般的な課題
を克服しています。HDAC6を標的とす
るリードアセットにより、HDAXは血液
脳関門を通過するHDAC6阻害剤も発
見し、臨床候補をはじめ競合する分子
では不可能だった中枢神経系（CNS）
疾患のターゲティングを可能にしまし
た。HDAX Therapeuticsは脳浸透性
標的薬の開発を通じ、CNS関連疾患に
画期的な治療法を提供していきます。 

企業特性 

HDAX Therapeuticsは過去6年間で、
特許取得済みの結合機構をベースにし
た独自のプラットフォームを構築しまし
た。優れたコア特性は3つあります。1）
HDAC6選択性：臨床候補は6択である
のに対し、HDAXの分子は800の選択
性。2）薬物動態プロファイル：FDA承認
済みのHDAC阻害剤や臨床候補はt1/2
が最長約30分であるのに対し、2〜4時
間。3）HDAC6結合性：現在の薬剤状況

におけるナノモルの結合性に対し、ピコ
モルの結合性を獲得。さらに、当社のア
セットは優れた脳透過性により、かつて
ない特性により競合他社は到達できな
い領域を標的にできるため、実現可能
性のある新たな治療戦略を脳疾患に提
供します。遺伝子安全性とin vivoの忍
容性と合わせて、安全性と有効性のプ
ロファイルを高め、より幅広い投与計画
を実現できるプラットフォームを通じ、当
社はHDAC6が関与する病変の満たさ
れていないニーズに応える画期的治療
の最前線に位置しています。 

主な活動分野 

製薬／バイオテクノロジー 

対象組織 

商用化への道のりを加速する力になっ
てくださる組織やキーパーソンをターゲ
ットにしています。こうした企業、ベンチ
ャーキャピタル、個人と関係を築くこと
で、当社は価値を生み出す次なる転機
へ到達するために必要なインサイト、フ
ィードバック、潜在的なコネクションを得
ることができます。私たちは臨床医、研
究者、ベンチャーキャピタルをターゲット
に、有意義なコラボレーションを形成し、
商用化への道を確立していきます。 

参加目的 

当社の目的は腫瘍、神経、循環器など
の早期治療の投資領域に関心がある
戦略的な投資家や共同研究者とつな

がりをもつこと、そしてエコシステム内の
他の起業家やスタートアップ企業と連携
して知識を交換し、私たちの技術を発
展させることです。

http://hdaxtx.com
mailto:nabanita%40hdaxtx.com?subject=
https://twitter.com/hdaxtx
https://www.facebook.com/hdaxtx/
https://www.linkedin.com/company/hdaxtx/
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Saanichton, BC
getjoni.com
linda@getjoni.com

会社概要 

joniは21世紀の生理用品ブランドであ
り、持続可能でインクルーシブな生理用
品を誰もが利用できるようにすることを
ミッションとしています。竹を原料とした
ナプキンは生分解性があり、分解に要
する時間は従来のナプキンの300年に
対して12カ月。タンポンは100％オーガ
ニックコットンで、サトウキビ由来の堆肥
化できる包装を使用しています。2020
年3月の発売以来、収益は前年比で2
倍を記録。3年目を迎えた今、カナダ国
内では継続的な成長が見込まれ、国際
的な成長に向けた基盤作りを目指して
います。 

企業特性 

当社は職場、家庭、小売店、または学校
で、生理用品を必要とするすべての人
にオーガニックで持続可能な生理用品
をお届けします。 

独自のオムニチャネルアプローチによ
り、お客様のいる場所でjoniとの出会
いを実現します。定期購入と合わせて、
ディスペンサー（自動販売機）で学生や
各種組織にjoni製品を提供。カナダ全
域の非営利団体と協力し、従来ブランド
と同じ価格で地球により優しいオーガニ
ック製品を供給しています。 

主な活動分野 

消費者向けパッケージ商品：ヘルス＆ウ
ェルネス 

対象組織 

当社製品を販売できる生理用品・健康
領域を対象とする、先進的で価値観の
一致する販売代理店を探しています。ま
た直販製品の出荷をサポートしていた
だける現地の配送会社も探しています。 

参加目的 

当社は成長軌道にあり、日本を市場と
して検討したいと考えています。市場参
入を成功させるため、重要なパートナー
シップを確立できれば幸いです。

Linda Biggs 
共同取締役 
joni

http://getjoni.com
mailto:linda%40getjoni.com?subject=
https://www.facebook.com/getjoni/
https://www.instagram.com/get_joni/
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Calgary, AB
livestockwaterrecycling.com
karen.schuett@
livestockwaterrecycling.com

Karen 
Schuett 
代表取締役 
Livestock Water Recycling

会社概要 

LWRは受賞歴のあるイノベーターであ
り、農場用肥料PLANTを通じて糞尿を
管理し、廃液池をなくすための持続可
能で費用対効果の高いソリューションを
提供しています。LWRの水処理アプロ
ーチは、増大する食料需要を満たし、農
家の収益性を高め、環境と公衆衛生を
守るという3つの最終成果を達成しま
す。アメリカ、中東、イギリスでシステムが
稼働中です。 

貯蔵池における糞尿の管理は現在の
農業、特に大規模な畜産業が直面する
最も難しく高コストで、制約を生みかね
ない問題の1つです。LWRは、廃液のコ
ストと影響を軽減することで、食品生産
者に価値を創造します。LWRの農場用
肥料・水処理ステム「PLANT」は、より少
ない費用と資源で作物の栽培量や食
料の生産量を高めることを目指す畜産
農家を支援します。これは実績のある特
許取得済みの栄養素回収プラットフォー
ムであり、栄養素を濃縮して作物用肥
料にすることで家畜の糞尿量を減らす
とともに、浄水をリサイクルします。この
プロセスを通じ、食品加工業者はバイオ
ソリッド（下水汚泥）の流れから粒子を
選択的に抽出し、きれいな水、肥料、ま
たはバイオガスの生成など、最適なかた
ちで利用できるようになります。 

企業特性 

LWRは農業由来のバイオマスを浄水、
肥料、バイオガスにスムーズに変換さ
せることで、水技術、グリーンエネルギ
ー生産、クリーン技術に取り組んでいま
す。LWRのデジタルアプローチによる農
場での糞尿処理により、乳製品や牛肉・
豚肉の生産者は二酸化炭素収支がマ
イナスのエネルギー生産者として新た
な利益創出のダイナミズムに参画し、ネ
ットゼロの食料生産を実現し、サプライ
チェーンの食料流通を増やすことがで
きます。 

主な活動分野 

LWRは、廃液のコストと環境負荷を減
らし、糞尿とバイオリキッドを循環経済
向けに販売できる高価値製品に変える
ことで、酪農家や食肉生産者に「廃棄物
から価値を生み出す」という新たな提案
を行います。LWRは、糞尿管理のコスト
削減、廃棄物由来の浄水の生成、最多
の導入数、最も高価値な肥料生産、同
業他社と比較して最大の糞尿分析デー
タを通じ、まぎれもないマーケットリーダ
ーであり続けています。 

対象組織 

当社は現地での販売、製造、投資、研究
開発を視野に入れています。JAの承認
や資金調達を目指し、全国規模の提携

を結ぼうとしています。 

参加目的 

アジア市場への参入を開始するにあた
って、日本を皮切りに提携先と対面で
会合をもち、代理店契約やデモサイトを
正式なかたちにすることを目指します。

http://livestockwaterrecycling.com
mailto:karen.schuett%40livestockwaterrecycling.com?subject=
mailto:karen.schuett%40livestockwaterrecycling.com?subject=
https://www.facebook.com/LWRinc
https://twitter.com/LWR_Inc
https://www.instagram.com/lwr_inc/
https://www.linkedin.com/company/lwr/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCKLSQi8OWP6tuCHpCswMvFw
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Toronto, ON
materialfutureslab.com
hello@materialfutureslab.com

Iris Redinger
代表取締役 
Material Futures

きな市場シェアを獲得するだけの業界
性能評価に達していません。当社の着
色料は、プラスチック、ポリマー、織物、接
着剤、化粧品などの業界基準を満たす
ために必要な優れた性能特性をそろえ
ています。このことから、微生物による代
替製品が有望視されています。現在、微
生物由来の染料は市場にありません。
バイオ着色料の新しい市場機会と応用
を開発、確立する能力こそ、当社が提案
する価値です。 

主な活動分野 

製造業：バイオ着色料 

対象組織 

ファッションブランド、織物工場、染色工
場をターゲットとして、市場の統合、研究
開発協力、製品開発への理解を深めた
いと考えています。 

参加目的 

日本の高級ファッション市場、イノベ
ーション市場、消費者の価値観につ
いてマーケット情報を入手すること、
現地企業との面談や現場訪問を通
じて施設や最先端の工程を視察する
こと、現行のCanadian TCS（Trade 
Commissioner  Service）
、BWIT（Business Women in 
Trade）、また輸出代行業者のネットワー
クを拡大すること。

会社概要 

Material Futuresは、石油化学製品
を使わない低炭素の着色剤のサプラ
イヤーです。アパレル、化粧品、プラス
チックなど、各種用途向けに微生物で
着色料を合成する画期的な工程を開
発。Lululemonなど環境に配慮したブ
ランドや大手ファッションブランドに着色
料を供給し、さまざまな基材に活用して
いただいています。 

Material Futuresは、低炭素排出を目
指す産業界のために無害な天然着色
料の調達元としてバイオ着色料を採用
し、日常生活に新たな彩りをもたらすこ
とを目指すスタートアップ企業です。当
社の着色料は、プラスチック、ポリマー、
織物、接着剤、化粧品などの業界基準
を満たすために必要な優れた性能特
性をそろえています。石油化学製品で
はなく微生物由来の着色料なので、汚
染排水の低減、完全に天然由来の染色
液、また現行の製造工程と比べてエネ
ルギー消費を50％削減するなど、石油
化学製品を原料とする現在の着色料に
対して大きな優位性があります。 

企業特性 

現在市販されている着色料のほとんど
は、石油由来分子による刺激の強い化
学薬品で合成されています。ごく一部の
染料は植物や有機原料（食品廃棄物、
ナッツ、樹皮、葉など）をベースにしてい
ますが、使えるのは淡色のみ。多くは大

http://materialfutureslab.com
mailto:hello%40materialfutureslab.com?subject=
https://twitter.com/M_F_Lab
https://www.instagram.com/m_f_lab/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/irisredinger/
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Vancouver, BC
mindfulgarden.com
cwinckler@mindfulgarden.com

Catherine 
Kerr 
Winckler
ファウンダー 兼 代表取締役 
MindfulGarden Digital 
Health, Inc.

会社概要 

MindfulGarden Digital Healthは、
臨床的に検証された画期的な行動管
理プラットフォームを構築し、施設環境で
せん妄に対処する現場の臨床医を支援
しています。MindfulGardenが商用化
を目指す製品第1号は、初期の興奮レ
ベルを抑制する最初の介入措置として
ベッドサイドへすばやく設置でき、現在
の標準ケアである薬物や身体拘束への
依存を軽減します。MindfulGardenは
音声、動作、バイタルサインのセンサー
を利用して患者データを取得し、自然を
イメージしたビジュアルとサウンドにスク
リーン上で転換。興奮のレベルに同期
し、患者さんの落ち着きの回復に合わ
せてアクティビティを徐々にレベルダウン
させながら、最終的に恒常性（ホメオス
タシス）へ戻ろうとする身体のユニーク
な能力を後押しします。今後のAI開発
により、患者さんのせん妄の危険因子を
病院の電子カルテシステムに記録するこ
とで、MindfulGardenは予防的なソリ
ューションへ進化するでしょう。 

企業特性 

患者さんのケアパスウェイ全体を通じ
て、非薬物療法による手段でせん妄
に対応したいヘルスケア機関にとっ
て、MindfulGardenはPRN薬剤の投
与量を大幅に減らしながら、興奮レベ
ルを緩和することが臨床的に証明され

ている双方向型行動修正プラットフォー
ムです。薬物や身体拘束への過度な依
存は、薬物有害事象、入院の長期化、
人員増の必要性、在宅復帰時の再入
院や合併症の可能性の拡大など、望ま
しくない健康アウトカムにつながる世
界的なヘルスケアの優先課題です。せ
ん妄に伴う不安や攻撃的な行動に対
応する新しい非薬理学的な「第1のツ
ール」を現場の介護者に提供すること
で、MindfulGardenはせん妄の総合
予防戦略に組み込まれ、最終的には
高齢者の健康アウトカムの改善とシス
テムの大幅なコスト削減につながるは
ずです。 

主な活動分野 

MindfulGardenは病院当局、アメリカ
の経営管理トップ、Institute of Health 
Economicsと協力し、独立機能型「クラ
ッシュカート」製品第1号はHaaS型プラ
ットフォームとして病院が資本コストで
調達できる可能性が高いことを確認し
ています。MindfulGardenの今後のイ
テレーション開発はSaaS型となり、既存
の病院のテックスタックに統合される予
定です。 

対象組織 

今回日本の医療環境に初めて参画する
ため、新しい技術革新が病院評価に反
映されるまでの全体像の把握、大規模
な病院システムにおけるせん妄管理の

理解、センサーベースの患者監視システ
ムを構築している企業への紹介などに
関心があります。 

参加目的 

日本市場における投資、JV、研究開発
などの機会につながることを願ってい
ます。

http://mindfulgarden.com
mailto:cwinckler%40mindfulgarden.com?subject=
https://www.facebook.com/themindfulgarden/?ref=settings
https://twitter.com/mindfulgarden
https://www.linkedin.com/in/catherinewinckler/
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Surrey, BC
momentenergy.com
sumreen@momentenergy.com

Sumreen 
Kaur Rattan
コーファウンダー 兼執行責
任者 
Moment Energy

会社概要 

Moment Energyは、廃車になった電
気自動車（EV）のバッテリーを再利用
し、クリーンで安価、かつ信頼性の高い
エネルギー貯蔵システム（ESS）を世界
に提供しています。日産自動車やメルセ
デス・ベンツ・エナジーなどTier1  OEM 
4社と提携し、こうした電池による循環
型経済を実現。当社のシステムは化石
燃料への依存、需要電力料金、容量制
限を軽減します。また知財（IP）には、再
生電池の性能を最適化する電池管理シ
ステムの開発が含まれています。 

商業・産業分野では、商業ビルのオーナ
ー、製造工場、その他の産業施設を対
象の顧客としています。現在展開してい
る市場は一部または完全に規制緩和さ
れており、Moment Energyの応用対
象の経済的インセンティブプログラムが
すでにあり、運用によるプラス効果を引
き出すことが可能です。 

2020〜21年に、Momentは「日産リー
フ」のバッテリーを再利用したエネルギ
ー貯蔵システムを、カナダ国内4カ所の
遠隔オフグリッド環境に配備。これは太
陽光発電と自流式水力発電による再生
可能エネルギーシステムのバックアップ
用の冗長電源として使用されました。最
も必要とされるときに、安全で、信頼性
が高く、安価な電力源を確保すること、
それがMoment Energyの蓄電システ
ム開発の目標でした。 

企業特性 

当社は独自の立場から、急拡大する3つ
のグローバルな重要課題である電気自
動車（EV）用バッテリーのリサイクル、エ
ネルギー貯蔵の需要拡大、世界的なリ
チウム原料不足に取り組んでいます。現
在は60kWhから5MWhまでのエネル
ギー貯蔵システムをオングリッドとマイク
ログリッドの各種用途向けに提供。製品
の特長は以下の通りです。 

価格：Moment Energyのソリューショ
ンの価格は既存品の3分の2 

寿命：7〜10年使用可能で、既存のソリ
ューションと同水準 

放電能力：EV用バッテリーは設計上、
高出力のため、既存のソリューションよ
り優秀 

互換性：Moment Energyの蓄電シス
テムは太陽光、風力、ディーゼル、電力網
など幅広いエネルギー源とシームレス
に組み合わせ可能 

主な活動分野 

エネルギー貯蔵 

対象組織 

日本の自動車メーカーとつながり、電気
自動車用バッテリーの循環型経済を実
現できるように協力関係を築きたいと
考えています。 

参加目的 

日本のOEM／自動車メーカーと電気
自動車のバッテリーの再利用に向けた
関係を構築し、クリーンテック分野の女
性たちとつながり、ジェンダーインクルー
シブな商取引を推進する方法を話し合
いたいと考えています。

http://momentenergy.com
mailto:sumreen%40momentenergy.com?subject=
https://www.facebook.com/people/Moment-Energy/100067668925538/
https://twitter.com/moment_energy
https://www.instagram.com/momentenergy/
https://www.linkedin.com/company/momentenergy/
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Montreal, QC
neuroflex.io
isabel@neuroflex.io

Dr. Isabel 
Galiana 
代表取締役 
NeuroFlex 

会社概要 

NeuroFlex®は、創業者Mimi Galiana
教授の眼球・頭部運動分析に関する
60年以上にわたる経験から生まれた
製品です。Galiana教授はこの分野の
世界的権威であり、同テーマについ
て200本以上の論文を査読付きの一
流学術誌で発表しています。そして研
究の商用化を通じて脳の健康へのア
クセスを広く一般に広めようと、娘の
Isabel Galiana（現CEO）とともに2016
年、NeuroFlexを設立しました。 

当社のテクノロジーはノートパソコ
ン、バーチャルリアリティ（VR）ゴーグ
ル、NeuroFlex®ソフトウェアで構成さ
れ、脳の健康状態について臨床認可さ
れた正確な測定値を提供します。軽量
で費用対効果が高く、非侵襲的かつ携
帯に便利で、使いやすいのが特徴です。
顧客は北米、イギリス、オーストラリア、
ニュージーランド、南アフリカ、中東の一
流スポーツ団体、学校、大学、病院、クリ
ニックなどです。当社は外傷性脳損傷、
脳しんとう、老化、疲労、前庭疾患、神経
変性疾患の分野で、画期的な研究プロ
ジェクトを立ち上げています。またオース
トラリア、ニュージーランド、カナダ、アメリ
カ、EUにおける健康と個人情報に関す
るすべての関連規制を順守しています。 

企業特性 

NeuroFlexは、VRで眼球・頭部運動を
測定することにより、正確で科学的に

検証された脳の健康状態の測定値を
提供します。このシステムは携帯に便利
で、使いやすく、費用対効果に優れてい
ます。アイトラッキング分析は数多くの企
業が試みていますが、当社独自の価値
提案は創業者が30年以上にわたって眼
球・頭部運動と疾患との関連性を研究
し、同分野を主導するパイオニアである
ことです。これが当社の測定基準にか
つてない信頼性をもたらしています。当
社の製品と説明資料は日本語で用意し
ています。 

主な活動分野 

当社の主な販売・提携先は、脳しんとう
や前庭分野のクリニック、スポーツチー
ム、学校、病院です。 

対象組織 

第1に目指すのは、日本市場における既
存の関係を拡大することです。また今後
の成長を支えるものとして、当社の増大
するデータベースを活用できる製薬会
社、データのマネタイズを支援してくだ
さるAI企業やML企業、デジタルヘルス
関連の部門や関心のある企業と新しい
関係を築きたいと考えています。 

参加目的 

次回の資金調達に向け、医療機器関連
部署のある提携先候補との引き合わせ
を求めています。 

http://neuroflex.io
mailto:isabel%40neuroflex.io?subject=
https://www.facebook.com/neuroflexinc
https://twitter.com/saccade
https://www.linkedin.com/company/saccade-analytics/
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Toronto, ON
noatherapeutics.com
carlaspina@noathera.com

Dr. Carla 
Spina
CEO兼コーファウンダー 
Noa Therapeutics 

会社概要 

Noa Therapeutics Inc.（Noa）は、前
臨床段階専門のカナダのバイオテクノロ
ジー企業です。従来の医薬品開発の常
識を覆し、複雑な炎症性皮膚疾患の治
療に革命をもたらすことを目指していま
す。Noaはインテリジェントデザインを活
用し、サービスが不足している未開拓市
場でニーズを満たし、機会の扉を開くき
わめて革新的なアプローチであるマル
チモーダル治療の開発において、先駆
的な役割を果たしています。アトピー性
皮膚炎を初の適応症と位置づけ、独自
の非ステロイド分子による多面的アプロ
ーチで疾患特有の複雑性に対処。3つ
の構造上の治療ターゲットに同時に取
り組み、あらゆる患者層で、炎症性皮膚
疾患の一次治療に新たな基準を確立し
ていきます。 

企業特性 

Noa は複雑な炎症性疾患の治療オプシ
ョンに革命をもたらすため、マルチモー
ダル治療の開発で先駆的な役割を果た
しています。Noaの非ステロイド系薬剤
化合物はアトピー性皮膚炎を初の適応
症とし、1）炎症を鎮め、2）健康な皮膚を
速やかに再生し、3）皮膚のマイクロバイ
オームを積極的に調節するというシンプ
ルで非常に優れた治療法を提供。Noa
の画期的な医薬品は際立った安全性プ
ロファイルと多面的な治療の優位性が
期待されており、サービスの不足してい

るさまざまな患者層に向け、アトピー性
皮膚炎の安全で有効、かつ速やかな消
炎効果のある長期的なソリューションを
お届けします。 

主な活動分野 

製薬 

対象組織 

当社のリード薬剤化合物の推進力とな
る潜在的な戦略的パートナーや知見の
ある投資家、当社の臨床試験パイプライ
ンを前進させるパートナーシップ（特に
臨床試験の中後期までにM&Aを実現
する可能性のあるもの）との接触を希望
しています。さらに、NOA-101の製品プ
ロファイルを外国市場で使用する場合
の促進要因と障壁の理解を深め、治療
環境における製品の位置づけを検証し
たいと考えています。 

参加目的 

投資家の紹介とエンゲージメント、アー
リーステージと将来的なアウトライセン
ス両面における提携機会の模索、グロ
ーバル市場にフォーカスした製品レビュ
ーと市場性評価、市場参入戦略に関す
るフィードバック。

http://noatherapeutics.com
mailto:carlaspina%40noathera.com?subject=
https://twitter.com/NoaTherapeutics
https://www.linkedin.com/company/noa-therapeutics/about/?viewAsMember=true
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Victoria, BC
origenair.com
susan@origenair.com

Susan 
Blanchet
代表取締役 
Origen Air

会社概要 

2019年に設立されたOrigen Airは、
空気清浄システムの開発を専門とする
クリーンテクノロジー＆ウェルネス新興
企業です。IoT接続による植物ベース
の空気清浄機を製造し、商業ビルから
目に見えない毒素や病原体を除去し
ます。当社製品Sentinelは、独自の植
物特許技術と大気環境センサー、4K 
Biobillboardを組み合わせ、斬新な外
観の照明付きテラリウムに収納されて
います。室内の大気環境への意識がか
つてなく高まっている現在、当社のバイ
オフィリックデザインは屋内公共空間で
安心感と快適性をお届けします。私たち
の使命はよりスマートな環境で、健康と
長寿を増進し、建物内への新しい外気
導入の必要性を減らすことです。最終的
には、新しい外気の加熱と冷却に必要
なGHG（地球温暖化ガス）排出量を最
大40％削減したいと考えています。 

企業特性 

Origen Air独自の価値提案は、遺伝子
改良したポトスアイビー（特許出願中）
にあります。このポトスアイビーは、ヒトの
肝臓にあって環境毒素を分解する酵素
を用いて遺伝子工学で改良したもの。
一部の競合他社は通常の植物を使用
していますが、この方法ではがんやそ
の他の疾患の原因となる揮発性有機化
合物は除去されないことが科学的に証
明されています。Origen Airの遺伝子

組み換えポトスアイビーを使った二重盲
検試験は、学術誌にも掲載され、通常
の植物と比較して除去率は82〜100％
。競合他社は主にHEPAフィルターを搭
載した機械式空気清浄機を使用してい
ますが、これはPM1以上のサイズの粒
子しか除去できません。Origen Airは、
さまざまな健康問題の発症に関連する
粒子を10億分の1まで除去します。機械
式空気清浄機は、カートリッジフィルター
を定期交換する必要があり、大量のプラ
スチックや金属の廃棄物が発生します。
また競合製品ではデジタル広告やブラ
ンディングの機会は提供されません。 

主な活動分野 

第2次（完成品据付／空調）、第3次（小
売、ホスピタリティ、法人）、4次（官公庁、
教育、空港、交通機関）。 

対象組織 

私たちは当社への投資に関心のある組
織、ならびにホテル、スパ、カジノ、不動
産管理会社、空港、コンベンションセンタ
ー、スタジアム、大学、ショッピングモール
などSentinelユニットの試験導入を検
討している組織をターゲットにしていま
す。初期参入市場は、気流が制御され
た多目的型の環境で生産性の課題を
かかえるオフィススペースです。また当
社製品に広告を表示することに関心の
ある広告代理店との提携も視野に入れ
ています。 

参加目的 

大手投資機関、空調会社、屋内大気の
改善に向けて同じ持続可能性／健康
の目標を掲げる組織との提携を希望し
ています。

http://origenair.com
mailto:susan%40origenair.com?subject=
https://www.facebook.com/origenairsystemsltd
https://twitter.com/origenair
https://www.instagram.com/origenair/
https://www.linkedin.com/company/origen-air/
https://www.youtube.com/channel/UCavbG_AcZp7VVfJamB4NXRA
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Toronto, ON
powerwearhouse.com
Shelagh.stoneham@
powerwearhouse.com

Shelagh 
Stoneham
ファウンダー兼代表取締役 
Power WearHouse

会社概要 

Power WearHouse (PWH) は、最高
に快適でスタイリッシュなウェアラブル
ウエイトの設計、製造、卸売、小売を手
がけるリーディングカンパニーです。主
力製品はPower Weighted Fitness 
Vest、Power Weighted Fitness Belt、
そしてPower Wrist-Ankle Weights
の3点。ベストとベルト、また手首・足
首用ウエイトに対応するStackable 
Power Weightsは、仮特許を申請済み
です。PWHのウェアラブルウエイトの主
要ターゲット市場は、1）心臓血管の健康
強化、カロリー消費量の改善、筋肉量の
増加のプラス効果が望めるフィットネス
愛好家、2）ウェアラブルウエイトが平衡
感覚を高め、骨量減少率を軽減するた
めに役立つ骨粗しょう症の患者さんの
2つです。 

企業特性 

当社は一般のフィットネス愛好家（市場
規模：7500万ドル）と低骨密度・骨粗しょ
う症の患者さん（5400万ドル）向けに、
最高に快適でスタイリッシュな製品を設
計し、ウェアラブルウエイト市場に革命を
起こしました。ウエイトベストの多くはミ
リタリースタイルで、多くの消費者は着
用に抵抗感を感じます。当社はストリー
トスタイルで差別化を図り、日常生活に
もなじみやすく、着用することで普段の
トレーニングの効果を高め、骨粗しょう
症を管理できるようにしました。 

当社の知財（IP）であるStackable 
Power Weightsは、耐久性があり、スリ
ムな構造で積み重ね可能、また冷却性
を備えています。内蔵のバイオセンサー
は仮特許も取得。この医療機器は骨粗
しょう症、自閉症、不安症など、さまざま
な慢性疾患の主な健康マーカーを遠隔
追跡する上で役立ちます。 

主な活動分野 

スポーツアパレル、スポーツ用品、医療
機器 

対象組織 

現地の販売代理店、投資家、研究開発
で提携できる企業の紹介を求めてい
ます。 

参加目的 

バイオセンサーと関連ソフトウエアの設
計・構築のため、将来性のある販売代理
店や医療機器メーカーとつながりをも
つこと。潜在的な投資家との面談にも
関心があります。

http://powerwearhouse.com
mailto:Shelagh.stoneham%40powerwearhouse.com?subject=
mailto:Shelagh.stoneham%40powerwearhouse.com?subject=
https://www.facebook.com/PowerWearHouse
https://www.instagram.com/powerwearhouse/
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St. John’s, NL
pragmaclin.com
bronwyn@pragmaclin.com

Bronwyn 
Bridges
コーファウンダー兼代表取
締役 
PragmaClin

会社概要 

PragmaClinは、パーキンソン病（PD）
の診断評価向け遠隔患者モニタリング
システムを開発しました。このシステムは
カメラで運動データ、アンケートで運動
以外のデータを収集し、正常から重度
までの重症度スコアを客観的に適用す
ることで、通院の必要性を解消します。
世界で患者数1000万人をかかえるPD
は、20年で倍増している最も急速に拡
大中の神経疾患の1つであり、現在の医
療システムの負担はアメリカだけで520
億ドルにのぼります。PRIMS（パーキン
ソン遠隔双方性モニタリングシステム）
は、PDの症状をリモートで客観的に監
視・分析し、重症度を評定する完全統合
型システムであり、複雑な設定なしです
ぐに使用できます。PRIMSは、地方暮ら
しの患者さんを中心にアクセスを高め、
臨床医がPD患者さんの診断評価をよ
り簡単、迅速、かつ正確に行えるように
します。PRIMSは、診療所や救急外来
の受診を減らすことで、ヘルスケアコス
トを軽減します。カナダの公衆衛生当局
は現在、都市部の神経科医を地方へ派
遣して神経系疾患の患者さんの治療に
あたっています。神経科医の不足と神経
疾患の患者さんの増加により、都市部で
も診療所への受診はよくて年1回が現
状です。神経学専攻の卒業生は減少し、
患者数が激増するなか、危機的状況が
迫っています。 

企業特性 

当社初の革新的な製品PRIMSは、パー
キンソン病の患者さんの重症度を格付
けする遠隔モニタリング・診断評価ツー
ルです。臨床評価の手順はかなり主観
的です。PRIMSは、遠隔かつ客観的に
PDの症状の重症度を監視、分析、評価
する完全統合型システムです。収集され
た大量の詳細データにより、臨床医は
個人に合わせて治療を調整できるよう
になります。このテクノロジーは大手製
薬会社のスポンサーに、臨床試験の実
施に伴う非効率性とコストを減らす手
段を提供します。PRIMSは、神経科医
の標準診断評価法である国際運動障
害学会が作成した統一パーキンソン病
評価スケール（MDS-UPDRS）に準じ、
深度カメラで運動データを取得します。 

主な活動分野 

ヘルスケア 

対象組織 

パーキンソン病や運動障害を専門とす
る学会、ならびに投資機会や研究対象
をターゲットにして、検証の完全実施を
目指しています。 

参加目的 

資金調達ラウンドの締結に向けた投資、
また日本市場で検証試験の完全実施
に前向きな研究者の確保を目指してい
ます。

http://pragmaclin.com
mailto:bronwyn%40pragmaclin.com?subject=
https://www.facebook.com/PragmaClin
https://twitter.com/PragmaClin
https://www.instagram.com/pragmaclin/
https://www.linkedin.com/company/pragmaclin-research-inc/
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Toronto, ON
purminds.com
janet@purminds.com

会社概要 

PurMindsは、ALS（筋萎縮性側索硬
化症）／FTD（前頭側頭型認知症）や
アルツハイマーなどの神経変性疾患に
対する画期的な治療ソリューションの提
供に尽力する精密NeuroMedicine企
業です。ヒトのマルチオミクスデータ、さ
らにAIと機械学習により、これまでに
ないターゲットを同定し、独自の臨床候
補へ開発するパイオニアとして活動し
ています。ショウジョウバエの生体内、
ヒト患者由来の多能性幹細胞、またヒ
ト脳組織などの最先端の神経科学ツ
ールを通じてこれらのターゲットを検証
し、予測を実証。このインテリジェントな
PrePrecision Platformは、当社のパ
イプラインの設計、最適化、リスク軽減
のために考案されました。PurMinds
は、経験豊富な経営陣、世界レベルの
神経科学者、そして対象分野の主要な
リーダーからなる諮問委員会が運営し
ています。 

企業特性 

当社のリード候補は、ALS／FTDをター
ゲットとするこれまでにない治療用低分
子のアセットです。これらの臨床資産は、
有望な前臨床有効性データと優れた薬
物動態（PK）データに裏付けられてお
り、2023年の治験薬（IND）申請に向け
て準備が整う予定です。計画ではこれら
の臨床資産は2023年下半期に第I相臨
床試験、または世界の産業界のパート

ナーとの提携・販売へ進む予定です。当
社の創薬パイプラインには、さらに研究
中の臨床資産が複数あります。こうした
前臨床・臨床資産はすべて、世界各国
の製薬会社にアウトライセンスまたは販
売することが可能です。 

主な活動分野 

バイオテック 

対象組織 

ALS、アルツハイマー病、パーキンソン病
などの神経変性疾患を中心に、中枢神
経系の創薬・開発候補に強い関心のあ
る日本拠点のトップ製薬企業とのつな
がりを求めています。PurMindsと医薬
品開発で協業できる中堅製薬会社、バ
イオテック企業、研究開発企業との面談
も希望しています。 

参加目的 

日本の製薬・バイオテック業界でつ
ながりを確立したいと望んでいま
す。PurMindsには独自の創薬プラット
フォームがあり、日本の製薬会社に販売
できる画期的な臨床候補を生み出すこ
とが可能です。

Janet Qi
コーファウンダー兼代表取
締役 
PurMinds NeuroPharma

http://purminds.com
mailto:janet%40purminds.com?subject=
https://www.linkedin.com/company/purminds-neuropharma/
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Woodbridge, ON
quadrocore.ca
sepideh@quadrocore.ca

Sepideh 
Seifi
コーファウンダー兼代表取
締役 
QuadroCore

会社概要 

QuadroCoreは、女性主導の全員カ
ナダ人によるハードウェア企業で、分
析装置の究極の規範であるポイントオ
ブニード型三連四重極型質量分析計

（TQMS）を開発しています。コアテク
ノロジーはモジュール式で、さまざまな
フロントエンドの試料導入システムと組
み合わせて幅広く使用可能。リアルタイ
ムの情報に基づくスムーズな業務を目
指して設計されています。製品ポートフ
ォリオは各種市場が対象ですが、環境
分野の分析アプリケーションが注力市
場です。 

当社はベテランの科学者とエンジニア
のチームからなり、100年以上の経験を
培い、質量分析をより迅速かつ容易に、
すべての人に利用しやすくすることを
使命にしています。堅実、迅速、高精度、
かつ超高感度を実現し、世界の企業や
科学者の最高水準の要求を満たして
います。 

TQMSのパイオニアである当社のコアテ
クノロジー、UNIQは専門家以外のユー
ザー向けに設計された史上初の可搬型
システムです。従来のTQMSシステムの
性能はそのままに、設置面積を大幅に
縮小し、ワークフローを簡易化してユー
ザーフレンドリーな運用を実現し、所有
コストを大幅に削減しました。 

企業特性 

当社では、小型で低コスト、操作も簡単
な可搬型の質量分析計で、質量分析ア
プリケーションを刷新しています。私た
ちの装置が提供するインサイトと解決手
段は、エンドユーザーに変革の機会をも
たらします。当社はカナダで唯一の質量
分析計専門メーカーであり、あらゆるス
キルレベルのさまざまなユーザーのニ
ーズに対応する製品を設計。必要な場
所で分析検出と特性評価ができる史上
初の可搬型MSMSシステムを構築して
おり、サイズのために機能が犠牲にされ
た点はありません。 

当社は20年以上にわたり培われた
TQMSの専門知識を通じ、経済的で高
性能、かつ多彩な用途に対応するモジ
ュール式の直接分析TQMSを市場に初
めて投入し、質量分析の限界を押し広
げています。 

主な活動分野 

ヘルスケア分析、環境分析 

対象組織 

環境関連市場では、政府系研究機関、
試験研究所、CRO（医薬品開発業務受
託機関）をターゲットにしています。ヘル
スケア市場では、病院、臨床検査機関、
政府系ヘルスケア機関などをターゲット
にしています。さらに、販売代理店およ

びOEMのパートナー候補と最大限に接
触を図りたいと考えています。 

参加目的 

グローバル市場へのアクセスを拡大し、
市場参入戦略を達成すること。外国の
提携先と販売流通は当社事業の大事
な基盤です。私たちは質量分析業界で
多くの問題を解消しており、高性能機器
を製造するカナダ企業として知名度を
高めたいと考えています。

http://quadrocore.ca
mailto:sepideh%40quadrocore.ca?subject=
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Kelowna, BC
rainstickshower.com
alisha@rainstickshower.com

会社概要 

RainStick Showerは、1日50リットル以
下の水で豊かな生活を実現できるよう
にする製品作りを理念とする水保全企
業です。 

当社は、仮想水の熱エネルギーを回収・
再利用する機能のあるユースポイント型
水技術を開発しました。主力技術の循
環型シャワー「RainStick」は特許技術
を活用し、ろ過と浄化を行います。シャワ
ー水を再利用する前に温度を補い、紫
外線消毒を行うことで、通常であれば
排水されるはずの水とエネルギーの無
駄を防ぎます。 

5年先の展望としては引き続き、マイホ
ーム所有者が1 日 50 リットル以下の水
で豊かに生活できるようにする製品の
研究開発と商品化を掲げています。目
標を達成するため、将来的には家庭で
使用する別の水源も検討する予定です。
当社は、カナダのブリティッシュコロンビ
ア州ケロウナに本社を置く連邦政府系
企業です。 

企業特性 

当社はユーザーエクスペリエンスを損
なわずに、膨大な量の水とエネルギー
を節約する水技術を確立しています。
第1号の製品は特許技術によるシャワー
で、2倍の流量で80％の水と最大80％
のエネルギーを節約します。 

このシャワー機器は水道の新鮮な水を

取り込みますが、排水溝に流すかわり
に、「RainStick」がリアルタイムで水を
回収、循環、浄化して無駄をなくします。

「RainStick」を1台設置すれば、毎年
1万1,400ガロンの節水、2,200kWhの
節電、0.6104MTの炭素削減、そして
500〜800カナダドルの節約につなが
ります。将来的にカナダの人口3％でも

「RainStick」を1台導入すれば、毎年
5万MT以上の炭素が削減されることに
なります。 

主な活動分野 

当社はB2Bを重視し、「バスルーム専
門」の建設業者、デザイナー、配管業者、
建築家に販売しています。政府機関とも
連携し、設置補助金や節水のクレジット
制度の導入にも取り組んでいます。 

対象組織 

将来性のある戦略的パートナーや投
資、日本向けのマーケティングや翻訳の
サービス、現地販売代理店を求めてい
ます。 

参加目的 

戦略的な投資家や提携先との関係を
構築するとともに、継続的な調査とネッ
トワーキングを通じて規模を拡大し、情
勢をより深く理解できるようにしたいと
考えています。

Alisha Rae 
McFetridge
代表取締役 
RainStick Shower

http://rainstickshower.com
mailto:alisha%40rainstickshower.com?subject=
https://www.facebook.com/rainstickshower
https://www.instagram.com/rainstick.shower/
https://www.linkedin.com/company/rainstickshower/
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Calgary, AB
sharesmart.ca
rtabata@sharesmart.ca

Rena Tabata
代表取締役 
ShareSmart

会社概要 

ShareSmartはプライバシーを最優先
する企業向け医療通信ソリューション企
業であり、医療チームと患者さんの効
率的で安全なコミュニケーション支援
に重点を置いています。ShareSmart
のセキュアメッセージングと遠隔医療ソ
フトウェアソリューションは、75カ国以上
で利用されています。世界の主な個人
情報保護法に準拠し、患者情報のプラ
イバシーやインフォームドコンセントの
要件がスムーズに守られるようにしま
す。ShareSmartは、カナダ医師会と共
同で、スマートフォンおよびスマートデバ
イスのセキュリティとプライバシーに関す
るカナダ初の国家ベンチマークの確立
に貢献し、2017年にはカナダで初めて
Apple社の企業向け医療ソフトウェア開
発パートナーに選ばれました。 

当社が提供するソフトウェアソリューショ
ンは、医師、看護師、医療専門職で構成
される医療企業チームが、仮想化され
たケアや患者の診察のために、遠隔医
療用の安全なメッセージングや暗号化
ビデオを通じ、プライバシー要件を守り
ながら、スマートフォンでチーム間や患者
さんと安全にコミュニケーションを図れ
るようにします。 

企業特性 

個人や一般業務向けのスマホアプリや
ビデオ会議ソリューションはたくさんあり
ますが、医療チームの協働や遠隔医療

相談に適した安全で暗号化されたソリ
ューションは不足しています。パンデミッ
クによって、社会的距離を保って診察す
ることの重要性が浮き彫りにされ、医療
分野におけるビデオ会議の需要は前年
比で4300%以上急伸しました。パンデミ
ック期には、プライバシーとセキュリティ
の要件は緩和されました。セキュリティ
やワークフローの効率性に欠けるソフト
ウェアソリューションは、医療従事者とそ
の業務にとって持続可能なものではあ
りません。ShareSmartは大小さまざま
なクリニック、チーム、病院において、遠
隔医療を軽い負担で効率的に行う優れ
た手段になります。 

主な活動分野 

当社はSaaS（サービスとしてのソフトウ
ェア）、エンタープライズライセンス、API
ライセンス／テナンシーモデルに基づい
て医療通信ソフトウェアを提供していま
す。主な顧客は病院、長期介護施設、地
域密着型クリニックを運営する医療法人
です。コアサービスを強化するために動
画メッセージングまたはセキュアメッセー
ジングを求めるサードパーティ企業にも、
当社のサービスを提供しています。 

対象組織 

個人保護法に準拠した安全なメッセー
ジングと遠隔医療ツールを日本市場で
活用するため、研究機関、病院、民間企
業のパートナーを探しています。当社で
は日本の個人情報保護要件に準拠し

ていることをすでに確認済みです。仮想
化サービスを促進する技術の採用を段
階的に検討する方向へ医療通信分野
の情勢がシフトしていることから、将来
性のあるパートナーとあらためて関係を
構築したいと考えています。 

参加目的 

現地のパートナーと協力することで、ロ
ーカライゼーションの要件、顧客のニー
ズ、また調達に影響するさまざまな要素
をより深く理解し、輸出の原動力にした
いと願っています。

http://sharesmart.ca
mailto:rtabata%40sharesmart.ca?subject=
https://www.facebook.com/sharesmartapp/
https://twitter.com/sharesmartapp?lang=en
https://www.instagram.com/sharesmart/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/sharesmart/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCElvPkPaVKZ4apsueLub35A/videos
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Edmonton, AB
sinoveda.com
ntzaman@sinoveda.com

Dr. Nuzhat 
Tam-Zaman
コーファウンダー兼副社長　
コンシューマーヘルス 
SinoVeda

会社概要 

SinoVedaはエドモントンを拠点とす
る製薬会社で、植物由来の原料を利
用して医薬品レベルの自然健康製品

（NHP）や処方薬を開発し、商用化し
ています。当社独自の「プラットフォーム
テクノロジー」であるPPT®は、植物の
生物活性を分離し、定量化・標準化す
ることで、特許を取得できるありとあら
ゆる種類の独自製品の開発を可能に
します。PPTは、単一の化合物を分離
する合成医薬品開発の従来のアプロ
ーチと異なり、治療効果が認められて
いる植物を起点に、治療効果をもたら
す植物の生物活性を複数特定し、高品
質で規格化された製品の製造に使え
る特許取得可能な処方を作成すること
で、市場投入にかかる時間とコストを軽
減する画期的なアプローチを提供しま
す。SinoVedaの現在の製品ポートフォリ
オは、さまざまな開発段階の処方薬と
NHPで構成されています。 

企業特性 

PPTは、製薬業界で用いられる創薬開
発の原則に基づいて構築されていま
す。ただし、複雑な混合物から単一の化
合物ではなく、複数の活性物質を識別
するように工程を変更。これにより、自
然健康製品産業の満たされていない
ニーズに対応できるようになりました。
薬草処方に含まれる有効成分や関連
成分を特定できるため、今後は一連の

成分を管理対象にして品質課題を解消
できます。従来のハーブ製品は、有効成
分にばらつきのある高品質の薬草の量
を基準に規格化されていましたが、当
社製品は有効成分や関連成分の服用
量を基準にします。この新しい品質水準
は、ハーブ製品の規格や効果への批判
を鎮めるものです。 

主な活動分野 

製薬産業、自然健康製品産業 

対象組織 

自然健康製品および健康補助食品に
関わるライフサイエンス分野の企業との
面談を希望しています。また植物薬の
研究開発を行う企業にも関心があり、
当社の技術で生物活性の特定をサポー
トし、日本市場向けの製品開発に向け
た共同開発パートナーシップを結びた
いと考えています。 

参加目的 

栄養補助食品および植物薬の研究開
発に関わるライフサイエンス分野の企業
との面談を希望しています。既存製品
の販売、また日本市場向けの新製品の
共同開発に向けたパートナーを探して
います。

http://sinoveda.com
mailto:ntzaman%40sinoveda.com?subject=
https://www.facebook.com/Sinoveda/
https://twitter.com/sinoveda?lang=en
https://www.instagram.com/sinoveda.health/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/sinoveda-canada-inc-/?originalSubdomain=ca
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Toronto, ON
skills4good.com
josephine.yam@skills4good.
com

Josephine 
Yam
代表取締役兼コーファウン
ダー 
Skills4Good

会社概要 

Skills4Good Companyはプライバシ
ー＆AI監査企業です。当社のSaaSサー
ビスプラットフォームは、中小企業がAIに
よる自動化と人の専門知識を活用して、
プライバシーとAIに関する規制順守の
ニーズをアウトソーシングできるようにし
ます。使命は「設計されたプライバシー
と人権」を通じ、組織をサポートしてデ
ータプライバシーを保護し、AIシステム
のアルゴリズムの偏向を緩和すること。
持続可能で人間中心型のAIの世界、つ
まり、AIによるイノベーションの公平性、
多様性、包括性を受け入れ、AIがよい
社会に向けた力になる世界を創るため
に邁進しています。Skills4Goodは、対
象分野の専門知識と経験のある弁護
士、プライバシースペシャリスト、情報セ
キュリティ専門家からなる多角的なチー
ムであり、プロ意識と誠意をもって業務
に取り組んでいます。 

企業特性 

「設計されたプライバシーと人権」を通
じ、以下を目的として、プライバシーと
AIに関するリスクを最小化して技術を
最大限に活用できるよう企業をサポー
トします。 

収益の向上と法的制裁（罰金）の回避 

ブランドと評判の強化 

ステークホルダーの信頼構築 

プライバシー、その他の人権の保護 

国連の持続可能な開発目標（SDGs）
の達成 

中小企業の多くは、専門知識や時間、予
算が足りないために、急速に出現して
いるプライバシーやAI関連規制の順守
が難しいと感じています。Skills4Good 
AIは、対象分野の専門家からなる多角
的なチームと自動化されたSaaSサービ
スプラットフォームにより、ワークフロープ
ロセスを合理化し、手作業によるミスや
遅延を減らし、特有のコンプライアンス
ニーズに合致するカスタムソリューショ
ンをお届けします。当社は時間とエネル
ギーの節約、事前に想定できる定額制
料金、企業のキャッシュフローに合わせ
た柔軟な支払い体系を提供します。 

主な活動分野 

テクノロジーサービス、専門サービス 

対象組織 

チャネルパートナーとして、日本の起業
エコシステムのトップベンチャーキャピタ
ルやアクセラレータをターゲットにしてい
ます。B2Bの顧客としてこれらの企業の
投資先企業にアクセスできれば幸いで
す。またグローバルに拡大中で当社の
BPaaSプラットホームにニーズのあるス
タートアップ企業への取り次ぎや、市場
機会や潜在的なパートナーシップに関
する情報提供にも期待しています。 

参加目的 

AI分野で日本のビジネスコミュニティと
ネットワークを構築し、輸出機会を模索
し、AI分野における「ブルーオーシャン」
の機会について市場情報を収集する
こと。

http://skills4good.com
mailto:josephine.yam%40skills4good.com?subject=
mailto:josephine.yam%40skills4good.com?subject=
https://www.facebook.com/Skills4Good-104737600916109
https://twitter.com/Skills4Good
https://www.instagram.com/skills_4_good/
https://www.linkedin.com/company/skills4goodai/
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Victoria, BC
solaires.net
sahar@solaires.net

Dr. Sahar 
Sam
最高戦略責任者 
Solaires

会社概要 

Solairesは、太陽エネルギーの可用性
を高めることを目指すクリーンテック企
業です。太陽光発電の活用法に革命を
もたらす新技術であるペロブスカイトを
用いたエシカルな製造工程を通じ、温
室効果ガス排出量の削減に尽力してい
ます。さらに、当社独自のSolar Ink™に
より、高いエネルギー変換効率と軽量
性を備えたペロブスカイト太陽光パネ
ルを製造し、従来型パネルでは不可能
だった条件下で光を取り込み、エネル
ギーを生成できるようになりました。当
社はソーラーモジュール製造業者や印
刷業者と提携を模索し、インク性能の
評価・向上を図り、薄型で軽量、かつ柔
軟性のあるペロブスカイト太陽光パネ
ルの商用化を促進したいと考えていま
す。Solairesは製品開発、マーケティン
グ、販売の専門的側面を理解する科学
者とエンジニア、そしてビジネスのプロか
らなるチームを擁しています。 

企業特性 

当社が提供する環境に優しい溶媒ベ
ースのペロブスカイトインクは、保存期
間が100日以上で、柔軟な基板でも硬
質な基板でも大きな面積に広げて塗布
し、電力変換効率15〜22％の薄膜太陽
電池を作ることができます。このインク
を使えば、太陽光発電産業は従来のシ
リコン太陽光パネルよりも出力の高い
太陽光パネルを製造できます。ペロブス

カイトはシリコンよりも低価格でシンプ
ル、かつバリューチェーンが短く、完全新
規（グリーンフィールド）生産ラインの設
立に必要な資本は全体の1割。さらに、
潜在的なエネルギー変換効率はシリコ
ンの2倍です。現在のシリコンソーラーパ
ネルと異なり、当社のペロブスカイトベ
ースのインクと製品群は、1）製造コスト
が低く、2）温室効果ガス排出量を40％
低減し、3）従来の太陽光発電では不可
能だった場所でも発電できます。 

主な活動分野 

クリーンテック 

対象組織 

ペロブスカイト太陽電池の開発、試験、
カプセル化に関連するクリーンテクノロ
ジーに精通した組織をターゲットにして
います。グリーンエネルギーに重点を置
き、サイエンス分野の中小企業を支援す
る研究機関とつながりをもつことにも関
心があります。 

参加目的 

当社のテクノロジーを規模拡大する上
で専門知識のあるパートナーを探して
おり、日本ではクリーンテック分野、特に
太陽光発電産業が急成長しています。

http://solaires.net
mailto:sahar%40solaires.net?subject=
https://www.facebook.com/SolairesInc/
https://www.instagram.com/solairesinc/
https://www.linkedin.com/company/solaires-entreprises-inc/?originalSubdomain=ca
https://www.youtube.com/channel/UCHzbJM21aPLc5TntggbeYIg
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Guelph, ON
suncoatproducts.com
ying@suncoatproducts.com

Ying Liu
ファウンダー兼主任科学者 
Suncoat Products

会社概要 

Suncoat Productsは2003年、自然由
来の代替製品を世界に届けることを理
念に掲げ、カナダ・オンタリオ州で設立
されました。主力製品は水性のマニキュ
ア、植物性のマニキュアリムーバー、そし
て植物性のヘアケア製品です。オンタリ
オ州ゲルフにある自社工場で全製品を
製造しています。長年にわたって国外進
出に注力し、現在ではアメリカや一部の
ヨーロッパ諸国の小売店でも製品を販
売。カナダ、アメリカ、イギリスをはじめ、
複数の国で賞を受賞しました。 

企業特性 

化学者が創業した企業として、すべて
の製品は自社で調合しています。製品
の背景となるテクノロジーへの深い理
解は、効果的な製品マーケティングを行
い、消費者を啓蒙するための専門知識
をもたらします。私たちはカナダで唯一
の水性マニキュアと植物性ヘアスタイリ
ング剤のメーカーです。自社工場で製品
を製造することで、開発から納期までに
かかる期間を短縮し、サプライチェーン
の課題も緩和。水性マニキュアでは独自
技術を所有し、自社施設で製造してい
るため、競合他社よりも市場の要望やト
レンドにすばやく対応できます。ここに
当社成功の1つのカギがあります。また
カナダは高い製品品質で定評があるた
め、カナダ製の製品ラインであることも多

くの国で成功を収める上でプラスにな
っています。 

主な活動分野 

パーソナルケア： 化粧品 

対象組織 

自然製品専門店、薬局、デパートなどの
小売業者、また地元の若者向け市場へ
当社製品を宣伝・販売できる現地の代
理店や販売業者をターゲットにしていま
す。現地の規制などについて、将来的に
協力してくださるコンサルティング会社と
もつながりをもちたいと考えています。 

参加目的 

当社製品のようなコンシューマープロダ
クツに関する日本の規制をより深く理解
し、現地の販売代理店とつながること。

http://suncoatproducts.com
mailto:ying%40suncoatproducts.com?subject=
https://www.facebook.com/Suncoat/
https://twitter.com/suncoat
https://www.instagram.com/suncoatproducts/


カナダ女性の日本ビジネスミッション   |  58

Toronto, ON
thinkdirtyapp.com
lily.tse@thinkdirtyapp.com

Lily Tse
ファウンダー兼代表取締役 
Think Dirty Inc.

会社概要 

Think Dirtyは、成分にこだわる美容
製品の購入者と自然派美容ブランドを
結びつけ、消費者が最もエシカルでサス
テナブルな製造を行っているブランドを
支援できるようにするナンバーワンの美
容成分アプリです。当社のプラットフォー
ムは消費者とブランドの両方を巻き込
み、成分の安全性と健全な環境という
点で、より健やかで社会的責任のある選
択を実現します。現在、500万人以上の
消費者がよりよいパーソナルケア製品
や美容製品を探すためにThink Dirty
を利用しています。現時点で、取り扱い
製品は50万以上、アプリのスキャン数は
3000万回を超え、33カ国以上にユーザ
ーがいます。 

企業特性 

当社のアプリは、美容とパーソナルケア
に特化し、成分評価情報をそれぞれの
利用者に合わせて提供します。他のア
プリは食品と美容製品の成分情報を統
合しているため、評価が一般的で美容
製品の購入者にはあまり役に立ちませ
ん。Think Dirtyは、クリーンな化粧品
やパーソナルケア製品を簡単に、楽しく、
そして確実に購入できるようにします。さ
らに、利便性と信頼性を両立。製品レビ
ューには査読付き学術誌の投稿をリン
クし、要約しています。また1部の競業他
社のようにオープンソースの精査してい
ないデータに頼るのとは異なり、製品の

詳細情報はマニュアル作業で検証して
います。製品のバーコードを1回スキャン
するだけで、詳しく信頼性の高い、検証
済みの健康影響データがユーザーの手
元に届きます。 

主な活動分野 

化粧品、自然派美容製品 

対象組織 

美容製品専門の大型小売店や日本の
大手美容製品ブランドと面談し、クリー
ンなビューティーブランドの発売への関
心度を確認したいと考えています。 

参加目的 

現地の美容製品市場の動向を把握し、
日本市場におけるローカライゼーション
の実行可能性を調査すること。

http://thinkdirtyapp.com
mailto:lily.tse%40thinkdirtyapp.com?subject=
https://www.facebook.com/thinkdirtyshopclean/
https://twitter.com/thinkdirty
https://www.instagram.com/thinkdirty/
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Vancouver, BC
thyforlife.com
natalia@thyforlife.com

Natalia 
Lumen
ファウンダー兼代表取締役 
ThyForLife Health

会社概要 

ThyForLife Health Inc.は、受賞歴の
あるモバイルテクノロジー企業であり、
世界4億人の甲状腺疾患の患者さんが
健康を効率的に管理し、最適化できる
ようにすることを目指して設立されまし
た。最初にして唯一のオールインワン・
グローバルコミュニティプラットフォーム＆
トラッキングアプリで、あらゆる甲状腺疾
患をサポートしています。現在の会員は
世界2万2000人以上、iOSとAndroid
に対応しています。ファウンダーの
Natalia Lumenは2020年に「Global 
Women-Led Startup of the Year」
、2021年に「Trailblazing Women 
to Watch」を受賞。ThyForLifeは
2021年、Canadian Technology 
Acceleratorからカナダで最も有望なア
ーリーステージのデジタルヘルススター
トアップ企業の1社に選ばれました。 

企業特性 

ThyForLifeアプリを使えば、ユーザー
は自分の甲状腺の状態をわかりやすく
効率的な1つの場所で追跡、保存、視覚
化、評価できます。甲状腺の健康管理
でユーザーが直面する主な難題に対処
し、最終的には安心感を与え、より健や
かで幸せな生活を送れるようにします。
主な製品機能として、30項目以上の血
液検査、症状、薬、患者さんの体重など、
甲状腺に関するすべての医療データを
効率的な1つの場所で整理し、安全に

保存。ユーザーは、検査結果を1つの測
定基準に転換し、わかりやすいグラフや
表で比較できます。さらに通知機能をカ
スタマイズし、時間通りに投薬が行われ
るようにします。ThyForLifeには高い
人気を誇るニュース＆コミュニティ機能
もあり、会員は匿名で安全にコミュニテ
ィの掲示板のＱ＆Ａ、ディスカッション、投
票に参加したり、コンテンツにアクセスし
たりできます。 

主な活動分野 

携帯端末向け健康アプリ 

対象組織 

甲状腺疾患の患者さんへのアクセスを
希望する製薬会社、関連治療ツールを
利用に強い関心のある医師、内分泌
医、甲状腺関連団体をターゲットにして
います。 

参加目的 

関連提携先にアクセスし、日本で強力
なビジネス関係を確立したいと考えて
います。

http://thyforlife.com
mailto:natalia%40thyforlife.com?subject=
https://www.facebook.com/thyforlife
https://twitter.com/thyforlife
https://www.instagram.com/thyforlife/
https://www.linkedin.com/company/thyforlife/
https://www.youtube.com/channel/UCIR7KT6NQRgfMJ73vOA-cKQ
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Richmond, BC
tochtech.com
jessica.yang@tochtech.com

Jessica Yang
代表取締役 
Tochtech Technologies

会社概要 

Tochtechはバンクーバーに本社を置
く、受賞歴のあるデジタルヘルステクノ
ロジー企業です。中国に完全所有会社
があり、オーストラリア、中国、イギリスに
販売チャネルを展開しています。 

現在までに、スマートハードウェア製品と
スマートケアプラットフォームを複数提供
しています。 

1. Toch Sleepsense：受賞歴のあるス
リープトラッカー。ベッドにいる高齢
者の安全を介護者がモニタリングで
きます。即時対応できるように就寝
中のイベントをリアルタイムで報告
し、転倒を減らすのに役立ちます。 

2. Vericare：高齢者の「エイジング・イ
ン・プレイス（住み慣れた場所での老
後生活）」をサポートするハード＆ソフ
トウエアソリューション。健康状態の
最新情報や潜在的なリスク状況の
通知を送信します。機械学習と人工
知能を活用し、疾患または緊急事態
を示す可能性のある異常な活動や
行動パターンを認識するテクノロジ
ーです。 

3. Smarturns：調理の安全性を高め
る独自のスマートノブ（つまみ）。 

4. Tochie：高齢者介護を支援する音
声端末。 

企業特性 

Tochtechを率いるのは技術設計、開

発、製品商用化に関する豊富な専門知
識、ならびにマーケティングとコラボレー
ションの優れたスキルをもつ優秀な経
営陣です。 

当社は高齢者ケアと高齢者ホームの供
給事業の発展のために、複数の賞を受
賞した業界最高クラスの強力な製品を
そろえています。最先端の製品は、世界
の高齢者介護産業が実感している人
材不足や効率性の課題に対処していま
す。また、自立して年を重ねたいと考え
る高齢者と遠隔地の介護者のつながり
を改善するサポート機能を通じ、介護者
の不足にも対応しています。 

主な活動分野 

Tochtechは、B2Bセクターでは高齢者
施設や医療機関をターゲットにしていま
す。「Vericare」や「Sleepsense」などの
製品は、ケアの質の向上を図るための
貴重なデータを提供します。 

B2Cセクターでは、自宅で老後を送ろう
とする高齢者、また住み慣れた場所で
老後を送る高齢者を支える遠隔介護者
をターゲットにしています。 

対象組織 

Tochtechは、オーストラリアと中国で成
功したチャネルパートナーシップモデル
をすでに確立しており、日本でも同様の
成果を目指しています。ターゲット企業
は、日本の介護施設、介護施設の経営
団体、その他の高齢者介護のチャネル

プロバイダーと取引するテクノロジーサ
ービス企業など、当社のテクノロジーを
現地市場に導入できる企業です。 

参加目的 

共同プロジェクトやパートナーシップを
目的として現地のテクノロジー企業と接
点をもち、ヘルステクノロジー業界の大
手組織と今後の協働に向けた関係を
築き、現地のヘルスケア市場、テクノロジ
ー、競合について理解を深めることを目
指しています。

http://tochtech.com
mailto:jessica.yang%40tochtech.com?subject=
https://www.facebook.com/tochtechinc/
https://twitter.com/Smarturns
https://www.instagram.com/tochtech_technologies/
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Vaughan, ON
toefx.com
irit@toefx.com

Dr. Irit 
Van-Ham
チーフテクノロジーオフィサ
ー兼コーファウンダー 
ToeFX

会社概要 

爪水虫（爪真菌症）の現在の標準治療
法は、治癒率が約18％で最適化されて
いるとはほど遠い状況です。ToeFXは
安全で効果的な爪真菌症のソリューショ
ンであり、カナダ国内の足治療の専門家
に使用され、治癒率は75％を超えます。
当社の理念は、ToeFXの光力学治療を
爪真菌症の世界標準治療法として確立
することです。 

爪水虫はヒトに最も多く見られる感染
症の1つであり、地域によって人口の約
3〜12％が罹患しています。世界の爪真
菌症治療薬市場は2018〜26年にかけ
てCAGR（年平均成長率）7.6％で拡大
し、2026年末には67億ドル規模に達す
ると予測され、ダイナミックで価値の高
い市場となっています。 

企業特性 

2020年に行われたカナダ保健省認定
の臨床試験では、ほぼすべての患者さ
んが当社の治療に反応することが示さ
れました。4分の3以上の患者さんの爪
は、初回治療から6カ月以内に大幅ま
たは完全にきれいになりました。これ
は非侵襲的な光治療によるもので、副
作用や有害作用は報告されていませ
ん。抗真菌薬に関する研究の一部では
意図的に軽度の患者さんを選定しまし
ますが、当社はあえて行いませんでし
た。ToeFXの患者さんの多くは、重度の
慢性爪真菌症に悩まされていました。

これは足専門クリニックに来院する患者
さんの多くが重症だという現実により
近い条件です。現在は新たなプロトコル
で治験を進めており、さらなる成果の向
上が期待されています。 

主な活動分野 

当社は足治療医、足病医、フットケア専
門の看護師などフットケアの臨床家に技
術を提供しています。 

対象組織 

皮膚科、抗真菌薬、光療法専門の製薬
会社や医療機器メーカーで、アジア太平
洋市場への参入をサポートしてくださる
企業との提携を希望しています。 

参加目的 

皮膚科、抗真菌剤、光治療専門の医療
機器メーカーや製薬会社で、ジョイント
ベンチャーまたは日本支社設立を通じ
てアジア太平洋市場への参入をサポー
トしてくださる企業との対面のプレゼン
や会合を行うことを目指しています。

http://toefx.com
mailto:irit%40toefx.com?subject=
https://www.facebook.com/toefx/
https://twitter.com/toe_fx
https://www.linkedin.com/company/toefx/
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Toronto, ON
weavair.com
natalia@weavair.com

Dr. Natalia 
Mykhaylova
ファウンダー兼代表取締役 
WeavAir

会社概要 

WeavAirは、予測ソフトウェアとマルチ
センサーIoT機器の方式で、不動産や輸
送拠点向けのビジネスインテリジェンス
ソリューションを提供します。大気環境、
予知保全、さらに人の流れに関する指
標20項目を95%の精度でリアルタイム
に測定し、設置1カ所あたり年30万ドル
以上の経費削減と2年未満の投資回収
を実現しています。 

WeavAirのソリューションは、3つのコン
ポーネントで構成されています。 

• WeavDetect：モジュール式のマルチ
センサーIoT機器ネットワーク。エネル
ギー効率、空気の有害性レベルと発
生源、機械システムの状態と健全性、
ヒトの健康状態、占有率診断などを
詳細なモニタリングを行います。 

• WeavPredict：センサーデータに適
用可能な予測モデルおよびアルゴリ
ズムを収集します。 

• WeavConnect：異常検知をよりスマ
ートな意思決定と自動化に連携させ
ることで、節電、保全作業の向上、安
全性とウェルネスの強化を実現するソ
フトウエアです。 

当社のシステムは、ユーザーの運用保
守コストを30％、エネルギー消費を最
大60％節約し、大気環境を改善し、ダウ
ンタイムや法律・保険に関するリスクを
軽減する助けになります。WeavAirのデ

ータは、換気制御システム、サステナビリ
ティやESGに関する報告、さらにLEED
やWELL、GRESBなどの認証に組み入
れることも可能です。WeavAirは北米、
アジア、ヨーロッパで20の賞を受賞して
います。 

企業特性 

テクノロジーは3つのモジュールで構成
されています。 

• 高度センサー：より少ないキャリブレー
ションで、より優れた正確性、精密性、
長期の信頼性を提供します。 

• AIアルゴリズムとレポートの自動可視
化：業界初のソリューションにより、問
題診断を最大200倍速く、より高いコ
スト効率で実現し、ブランドの信頼性
を最大化します。可視化は時間の節
約、操作プロセスのライブモニタリン
グ、より迅速な比較、レポート要件へ
の適合につながります。 

• 初の環境データ駆動型の意思決定支
援システム：システムの統合でナレッジ
マネジメントと意思決定支援をシンプ
ルにし、リスク防止と運用コスト削減
を目指します。 

当社のソリューションは、20項目以上の
要素をリアルタイムで総合的に追跡し、
有害事象の診断予防を200倍高速化す
るとともに、異常の原因を検出して予知
保全を行う予測意思決定支援システム
を提供します。 

主な活動分野 

輸送、建設、インフラ、建物の保守管理 

対象組織 

事業提携先（デベロッパー、ビルオーナ
ー・管理者、物流、輸送関連資産）、流
通提携先（システムインテグレーター、
通信ネットワーク会社、サステナビリティ
コンサルタント、建築家、メンテナンス業
者、ESCO業者、監査法人、調査会社）、
不動産・モビリティ・運送部門に戦略的
な関心と経験のある投資家。 

参加目的 

販売提携先3〜4社をリクルートし、リー
ドインベスターを見つけ、最低1回の試
験運用またはデモンストレーションを行
うこと。

http://weavair.com
mailto:natalia%40weavair.com?subject=
https://www.facebook.com/weavair.team
https://twitter.com/weavair_team
https://www.linkedin.com/company/weavair/
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Leisa Hirtz
ファウンダー兼代表取締役 
Women’s Global Health 
Innovations

会社概要 

Women’s Global Health 
Innovations（WGHI）は、Bfree Cup
を製造し、誇りあるカナダの社会的企業
として、世界各地の生理の貧困に取り
組んでいます。人口の50％は人生のあ
る時点で月経を経験しますが、生理用
品には数十年にわたり革新的な進歩は
ありませんでした。従来の生理用品は
安全性に問題あったり、発がん性のある
化学物質を含んでいたりする場合もあ
り、また毎年450億個以上の製品が使
い捨てられることで膨大な廃棄物を生
んでいます。 

Bfree Cupは、最高品質の医療用シリ
コンで作られた世界で唯一、物理的な
抗菌作用のある生理カップです。化学物
質や殺菌剤は添加していません。他の
月経カップとは異なり、次の月経までに
煮沸消毒をする必要もありません。それ
どころか水洗いの必要がなく、ふき取る
だけできれいになります。BfreeCupは
1回12時間装着可能で、最長10年間使
用できるため、価格も手頃でサステナブ
ルです。 

企業特性 

当社のBfree Cupは、初めての方にも
経験者の方にも優れた月経カップの体
験をお届けします。FDA認可の医療用
シリコンを100％使用し、超疎水性なの
で有害性のあるバクテリアのバイオフィ
ルムが表面に形成されません。他の月

経カップとは異なり、物理的な抗菌性が
あるため、煮沸消毒の必要性もありませ
ん。さらに、消毒のための特別な蒸気式
または洗浄用の用具もいりません。月
経カップを煮沸するための清潔な水や
鍋を手に入れにくい数百万人の思春期
の女の子や大人の女性にとって、これ
は画期的なことです。高所得国に暮ら
す人たちには、製品の使いやすさ、便利
さ、優れたデザインといった特長で他の
月経カップのユーザーが経験していた
問題を解決しています。 

主な活動分野 

健康、ウェルネス、月経ヘルスケア 

対象組織 

健康とウェルネス、月経ヘルスケア、また
は薬局の分野で経験のある販売代理
店、および大手小売業者をターゲットに
しています。さらにWaSH（水と衛生）、
月経ヘルスケア、思春期の健康、または
女性のエンパワーメントプログラムのた
めの製品を探している、あるいは同じテ
ーマを対象に「企業の社会的責任プロ
グラム」を展開している日本にオフィス
を置く国際NGOや大手企業もターゲッ
トにしています。 

参加目的 

第1の目的は、日本でECの売上げを伸
ばし、現地の販売代理店の協力を得て
小売分野へ進出すること。第2の目的
は、当社製品を使用したプログラムの運

営に関心のある国際NGOや企業とパー
トナーシップを創出することです。

Toronto, ON
bfreecup.com
leisahirtz@wghi.ca

bfreecup.com
https://www.facebook.com/bfreecup
https://www.instagram.com/bfreecup/
https://www.linkedin.com/company/bfreecup/
https://www.youtube.com/channel/UCaCPhGh07yojQfSnEqnfyHQ


カナダ女性の日本ビジネスミッション   |  64

ミッション長

Janice Fukakusa
第二回カナダ女性の日本ビジネスミッ
ション団長、トロントメトロポリタン大
学総長 

Kyoco Ikoma
大阪カナダ名誉領事　関西共同議長
　第二回カナダ女性の日本ビジネスミ
ッション　関西経済同友会　代表幹事
　株式会社プロアシスト代表取締役社
長兼創立者

Yumiko Noda
東京共同議長　第二回カナダ女性の
日本ビジネスミッション　代表取締役
会長　ヴェオリア・ジャパン株式会社

ミッションダイレクター 

Christine Nakamura
第二回カナダ女性の日本ビジネスミッ
ションダイレクター、カナダ・アジア太平
洋財団、セントラルカナダオフィス（トロ
ント）副理事長

ミッションマネージャー 

Dr. A.W. Lee
シニアプログラムマネージャー 

ミッションチーム 

Julia Da Silva
プロジェクトスペシャリスト 

Jordan Dupuis
プログラムマネージャー 

Chloe Fenemore
グラフィックデザイナー 

Siân Jones
プログラムマネージャー 

Nanako Kaneto 
セントラルカナダオフィス副理事長　エ
クゼクティブアシスタント 

Mandy Ng 
イベントマネージャー 

Camille Point 
コミュニケーションズ＆ソーシャルメデ
ィアスペシャリスト 

Michael Roberts 
コミュニケーションズダイレクター 

Nathan Stewart
GISリサーチャー 
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カナダ・アジア太平洋財団について 

カナダ・アジア太平洋財団 (APFカナダ) は、カナダとアジアの
関係に焦点を当てた非営利団体で、カナダがアジアと関わる
ための触媒となり、アジアからカナダへの架け橋となることを
使命としています。 

APFカナダは、7つのテーマ分野に焦点を当て、カナダとアジア
の絆の強化を目的としています。  

私たちの調査は、カナダとアジアの関係について、高品質、適
切、かつタイムリーな情報、洞察、展望を提供します。アジア太
平洋地域のステークホルダーに政策に関する考察やビジネス

情報を提供する私たちの成果としては、報告書、政策概要、ケ
ーススタディ、配信記事、デジタルメディア、定期刊行のニュース
レターAsia Watch（アジア・ウオッチ）などがあって、これらの
テーマ分野をサポートしています。  

また、APF カナダは、企業、政府、および学術関係者と協力し
て、カナダの組織にカスタム調査、データ、ブリーフィング、およ
びAsia Competency（アジア・コンピテンシー）のトレーニング
をお届けしています。ご要望に応じてアドバイザリー・サービス
をご利用いただけます。研究およびビジネス・インテリジェンス
のニーズを満たすために、喜んで協力させていただきます。

ビジネス・アジア パースペクティブ・
アジア

ストラテジック・ア
ジア

デジタル・アジア エンゲージング・ア
ジア）

サステナブル・ア
ジア・エデュケー

ション
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https://www.asiapacific.ca/research/business
https://www.asiapacific.ca/research/perspectives
https://www.asiapacific.ca/research/perspectives
https://www.asiapacific.ca/research/strategy
https://www.asiapacific.ca/research/strategy
https://www.asiapacific.ca/research/digital
https://www.asiapacific.ca/research/engagement
https://www.asiapacific.ca/research/engagement
https://www.asiapacific.ca/research/sustainability
https://www.asiapacific.ca/research/sustainability
https://www.asiapacific.ca/research/sustainability


https://www.facebook.com/asiapacificfoundationofcanada
https://twitter.com/AsiaPacificFdn
https://www.instagram.com/asiapacificfoundation/
https://www.linkedin.com/company/apfca
https://www.youtube.com/channel/UCkieSwux1pmkNv2hvUsXjKg

