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概要 

Entrepreneurs Roundtable Accelerator （ERA）デモデイが 2019 年 9 月 26 日に開催され

た。ERA は、アクセラレーターとしてこれまで、約 200 のスタートアップのサポート実

績を持つ。アクセラレーターとしての機能を軸に、ERA 主催のアクセラレーター・プロ

グラム参加企業への投資、海外の政府機関やスタートアップへの支援プログラム（Global 

ERA）、エンジェル投資家への教育などを行っている。 

年２回（夏と冬）のアクセラレーター・プログラムには、毎回多くの応募から、高倍

率で 10 数社が選ばれ、4 か月のプログラムに参加する。参加企業のステージは特定され

ているわけではないが、シード／アーリー期の企業からの応募が最も多い。プログラム

は原則、テクノロジー企業を対象とし、選ばれた企業は、ERA から一律$100,000 の投資

を受け、ERA は 8%の株式を取得する。プログラムの最後には、デモデイが行われる。東

海岸最大のデモデイと呼ばれており、投資家、メディア等およそ 700 名程度が集まる。

ピッチ会場に隣接して、参加企業のブースが設けられ、招待客とのコミュニケーション

ができるようになっている。また会場内の各会議室では、投資家等との商談が行われる。 

ERA の特徴の一つは、プログラム参加企業へのハンズオン支援といえる。オフィスに

は参加企業用のスペースがあり、金融・会計・法律・その他ビジネスサービスを受けら

れる他、毎日のようにワークショップが企画される。２人の創業者を中心に、ベンチャ

ーパートナー、メンター、大企業パートナー、投資家等との強力なネットワークを有し、

ERA の中に強固なエコシステムが存在する。 
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CoolR 
coolrgroup.com 

ビジネス概要: 

CoolR は、小売業者と CPG 業界向けの

在庫データソリューションを展開する。

自動化された在庫監視システムにより、

販売および運用パフォーマンスをリア

ルタイムで可視化する。ワイヤレスカメ

ラやセンサーにつながっているソフト

ウェアプラットフォームを使用して、小

売業の最大の課題の一つである在庫と

商品棚のパフォーマンスを改善する。 

 

 

Cricket Returns 
cricketreturns.com 

ビジネス概要: 

Cricket Returns は、小売業者が製品、

カテゴリー、場所、時間ごとにオンライ

ンでの返品プロセスを最適化する SaaS

プラットフォームを提供する。追跡と客

（返品者）への通知によって返品プロセ

スを合理化する。 
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FoodFul 
foodful.farm 

ビジネス概要: 

FoodFul は、乳牛の監視ソリューションを

提供する。 FoodFul の DairyX は、センサー

とクラウド・ソフトウェアを組み合わせ、

効率的な飼料、牛の健康状態の監視、農場

での目視検査の削減を達成する。農家がデ

ータ駆動型の管理決定を行えるようにする

ことで、変革を目指す。 

 

 

Intenseye 
intenseye.com 

ビジネス概要: 

Intenseye は、製造現場等の安全性の向

上のための AI を活用したビデオ分析プ

ラットフォームを提供する。新たなハー

ドウェアやセンサーの要せず、既存のカ

メラをクラウド・ソフトウェアに接続す

るだけでサービスを受けることができ

る。 Intenseye のディープラーニングモ

デルは、労働者の体の姿勢、動作、危険

ゾーンへの踏み入れなどのリアルタイ

ムでの分析を可能とする。  
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Maia 
maialabs.com 

ビジネス概要: 

Maia は、求職者と雇用主が従来の求人検

索ではできなかったマッチングの市場を創

出する。 

Maia のサービスを導入することで、途中

で応募を取り下げる求職者のデータを保存

し、適切なタイミングで適切な仕事にマッ

チングする。雇用主の採用コストを削減し、

求職者に新たな就業機会を提供する。 

 

 

MyWellbeing 
mywellbeing.com 

ビジネス概要: 

MyWellbeing は、セラピストとそのクライ

アントのマッチング・プラットフォームを

提供する。マッチング・テクノロジーを駆使

したオンラインでの質問事項に回答するこ

とによりカスタマイズされ、自分に合った

最適なセラピストを即時に見つけることが

できる。 
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Navimize 
navimize.com 

ビジネス概要: 

Navimize は、診察の待ち時間管理プラ

ットフォームを提供する。同社のソフト

ウェアは、既存の電子医療記録システム

と統合され、患者の症状に応じて最適な

診察時間をスケジューリングし、診察効

率を最大化し、患者の待ち時間を最小化

する。患者の満足度を向上させ、診療を

拡大し、収益性を向上できるよう支援す

る。 

 

 

Polymer 
polymersearch.com 

ビジネス概要: 

Polymer は、AI を活用し、スモールデータ

にインサイトをもたらすプラットフォーム

を提供する。同社のソフトウェアは、Excel、

Google スプレッドシート、セースルフォー

ス、およびその他のソースの生データを分

析し、インサイトを自動的に生成し、データ

間の意味のあるつながりを明らかにする。

コーディングを必要とせず、利用者に、デー

タエキスパートのスキルを数分で提供す

る。 
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Recapped 
recapped.io 

ビジネス概要: 

Recapped は、チームが企業の取引を

より迅速に成立させるための SaaS プラ

ットフォームを提供する。従来の CRM

では行わない、チームメンバーと必要で

あればそのクライアントにも単一のプ

ラットフォームを提供し、メンバーの仕

事の進捗を管理し、リアルタイムで共有

することで、チームの仕事とクライアン

トへのサポートの効率化を支援する。 

 

 

She’s Well 
sheswell.app 

ビジネス概要: 

She’s Well は、女性とカップルのための

不妊治療のコンシェルジュ・プラットフ

ォームを提供する。あらゆる段階でサポ

ートするために、体外受精、卵子凍結、

コーチングなどの幅広いサービスを提

供する。国内最大級の不妊治療センタ

ー、研究室、資金調達パートナーのネッ

トワークとともに、透明性のある料金で

サービスを提供する。 
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Sigo 
sigoinsurance.com 

ビジネス概要: 

Sigo は、スペイン語を話すドライバー向

けのモバイル・オンライン保険プロバイダ

ー。保険履歴が限られている人々が言語や

リスクプロファイルに関係なく、低コスト

の保険を簡単に取得できる。 

 

 

Stix 
getstix.co 

ビジネス概要: 

Stix は、妊娠の早期発見テストを提供。薬

局での購入ではない、新しい選択肢を求め

る女性に、目立たず、便利で、産婦人科医が

承認した方法で、より低価格でキットを届

ける。 
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Techmate 
techmate.com 

ビジネス概要: 

Techmate は、企業にオンデマンドの技術

サポートを提供するプラットフォーム。IT

専門家のテクニカルサービスを、必要とす

るオフィスの場所、予約時間、および業務範

囲に応じて、利用者（企業・職場）と IT 専

門家をマッチングする。 Techmate のサービ

スは、2 時間以内に、業界の半分の料金で、

十分な資格を持つ技術者を現場に派遣する

ことを可能にする。 

 

 

Tembo Health 
tembo.health 

ビジネス概要: 

Tembo Health は、看護施設に遠隔医療の

サービスを提供する。テクノロジーと独自

のワークフローを使用し、精神医学や循環

器など、アクセスの難しい専門分野の患者

へのケアを提供する。優れたケアプランを

実現することで、老人ホーム等の施設は、品

質の改善、再入院の減少、収益の増加が期待

される。 
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