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本日のご提案

優秀な20代・30代キャリア女性のさらなる活躍のために

“卵子凍結”を福利厚生に導入しませんか

こんな課題はありませんか？

✓ 業務の性質上キャリアと出産の両立が難しく、女性の
勤続年数が伸びない

✓ 活躍する人材の流出が止められず、処遇以外でのロイ
ヤリティ向上を図りたい

✓ 「女性活躍推進」ブランドを獲得したいが、何から手
を付けて良いのかわからない

✓ 不妊治療の費用・時間・精神面の負担に苦しむ社員を
減らしていきたい。

✓ 社員のキャリアプラン・ライフプラン支援をもっと充
実させていきたい

私たちがお手伝いさせていただきたいGOAL

優秀な人材こそ外部に流出することなく、
中長期にわたって定着している

各社員のキャリアプランが強化され、
10年先を見通した設計がなされている

社員の仕事や会社に対するコミットメントが高く、
意欲的に働いている

社員が早いうちからライフプラン設計に取り組み、
不妊治療の負担が少ない

「女性活躍」企業として社会に認知され、評価されている

もし少しだけでもご興味がお有りなら、今日はぜひ私たちのサービスをご紹介させてください。



卵子凍結とは？

“卵子凍結”とは、複数の卵子を若いうちに採取・凍結保存しておくこと。

キャリアと妊活を両立させる選択肢として徐々に注目を集めています

20代で採卵しておけば、30代後半での妊活の費用・時間・精神的負担は5分の1に。

日本は世界一の不妊治療大国。年間約25万件の卵子採取（採卵）が行われています。

妊娠に関わる様々な要素のうち
卵子は非常に加齢の影響を受けやすい

母体が高齢になっても、卵子さえ若ければ
ある程度の出産率を維持することができる。

採卵が若ければ若いほど、
卵子1個あたりの質も良く、個数も多い



米国事例：企業が支援する従業員の“卵子凍結”

アメリカでは、大企業の約19%が“卵子凍結”を福利厚生に導入。

2014年を皮切りに、導入企業数は増加し続けています。

日本では、2021年4月にメルカリ社が導入を発表。大きく注目を集めています。

米国では、成人女性の約68%が、この制度が転職の際の企業選びの一因になると回答。
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2014年、他社に先駆けて導入したfacebookでは
直後から（他社比でも）女性社員比率が伸張

※出典：Statistaデータを元に作成※出典：Mercer「2021 Survey on Fertility Benefits」

米国の大企業での導入実績は、2015年の6％から
2020年には19%と、企業数は3倍に増加。

従業員に費用対効果の高いケアを提供するため 51%

才能ある人材の採用・リテンションのため 51%

「家族に優しい」雇用者として認知されるため 50%

6% 19%
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Grace Bank の登場

私たちは、国内初の体系的な卵子凍結サービス提供を目指し、

品質・利便性・価格の向上に挑み続けています。

医療面の品質と
利便性を両立

輸送・保管環境と
価格の両立

• 全国約600の生殖医療クリニックの中から、学会TOPが認める16のクリニックの
みを厳選。将来の妊娠・出産にコミットすべく、医療の品質にこだわり抜いてい
ます。

• クリニックどうしが相互の信頼関係で全国ネットワーク化されることで、卵子の
採取場所に関わらず体外受精のクリニックを自由に選択できるなど、ライフプラ
ンの変化に合わせた利便性も大きく向上しています。

• マザーズ上場の民間さい帯血バンク運営企業、ステムセル研究所との資本業務提
携により、22年間無事故運用の日本最大級の生体凍結保管施設内に専用大型タン
クを設置。安全の保管環境を実現しています。

• 保管の集約化・自動化によりコスト面でも大幅に低価格化が可能になっており、
他社サービスやクリニックでの保管と比較して、保管費用を約1/5にまで抑え、高
収入層でなくても充分に選択肢となり得ます。



私たちの事業の推進パートナー

広報・社会啓発分野や利用促進分野では、

大手企業がパートナーとして連携してくださっています。

経団連後援、SSU社主催

W Society
金融面支援から資本・業務提携

クレディセゾン
妊孕性リテラシーの発信協力

anan編集部

サニーサイドアップグループが主催し、経
団連が後援、ロシュ・ダイアグノスティッ
クスやパナソニックが協賛して2021年9月
より開始された、女性活躍のための社会啓
発活動。2021年10月にはEgg Weekの開始
が予定されており、Grace Bankはコンテン
ツや広報等のパートナーとして相互に協力
を行なっている。

2021年10月に資本・業務提携。
中期にわたって利用する反面、初期費用が
大きいことが課題である卵子凍結サービス
に対し、特別ローンといった金融面の支援
を皮切りに、女性活躍を強力に推進してい
く分野でのパートナーとして、各種啓発活
動について連携していくことを予定してい
る。

2021年10月〜11月にかけて、５号連続で
フェムケア特集を行い、Grace Bankもコン
テンツ制作について取材協力を実施。
2022年3月には、それらの特集をもとに女
性の妊孕性関連のケアについてのムック本
出版が決定しており、20-30代の女性読者
層に向けて、今後継続的に啓発活動を実施
していく。
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• さい帯血保管最大手のステムセル研究所と保管庫を共同運営
• 20年無事故の実績と世界最高レベルの保管技術

• 複数クリニックの卵子凍結を一括化することによる大幅なコストダウン
• 1日100円程度で大切な卵子をお預かり(初期費用別途）
• 保管料金を体系化し、より分かりやすく
• セゾンカードローンの特別優遇金利もご提案

• 全国２０以上の専門クリニックと提携（今後拡大予定）
• 学会でのオピニオンリーダーによる信頼と実績
• 渋谷に専門クリニック開設（2022年春）

• お客様の不安や疑問にお答えする充実のカスタマーサービス
• 法人様専用サービス「Grace Online」（専門医・看護師による個
人様向けのカウンセリング・予約制）

• デリケートな女性のカラダと心に寄り添うトータルケアを提供

• 卵子を長期でお預かりできる盤石の経営体制
• セゾングループやTOP医師からの出資による財務的な安定性
• 経験豊富なプロ経営陣

10年後の笑顔をお届けするGrace Bankのサービス
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Ｇrace Bankの独自サービス提供体制：安心の高品質を身近に

• さい帯血保存のトップ企業
• 20年以上無事故の実績
• 最新技術とセキュリティー

専用保管庫で
一括保管

お客様

TOPクリニック

(株)クレディセゾン

Grace Bankの仕組従来の卵子凍結

• 各クリニックでの個々の冷凍
• 小型保管ケース
• バラバラなセキュリティ
• 長期保管への不安
• 割高な保管料

各クリニックが保有する
個々の保管庫にて凍結保管

Grace BankがTOPクリニックをネットワーク化し
複数のお客様の卵子を一括保管

出資

• 相互に信頼しあうクリニック同士のみ提携
• セキュリティ万全の大型専用保管庫
• 安定の経営基盤によるサービス
• 一括保管・輸送による大幅な効率化

信頼性・安全性の高いサービス
を低価格で提供可能



新しい医療・情報発信拠点を渋谷に開設

2022年4月、女性活躍を支援する医療・情報発信拠点として

東京・渋谷にGrace-Sugimaya SHIBUYAが誕生します。

採卵・凍結に特化した生殖医療と婦人科のクリニック。
杉山産婦人科グループと連携した信頼のクリニック運営

デジタル化による待ち時間の短縮や、夜間・週末診療など
働く女性の負担になりにくい通院スタイルの実現

妊孕性や女性のがん等を含む包括的性知識教育を実施。
働く女性を医療で支える、 渋谷から全国への一大情報発信拠点へ

20代も気軽に通いやすい、カジュアルな雰囲気。
オンライン診療と連携させ、予防や日々のケアから指導を実施



導入のためのサポート

「女性活躍パッケージプラン」もご用意しています。

まずは無償セミナーから、私たちとご一緒しませんか？

オンライン
カウンセリング

定期婦人科チェック 卵子凍結・保管
婦人科専門医による

社内・社外研修

厳選クリニックの全国ネットワークを背景に、高い医療品質で女性活躍に取り組む企業を包括的に支援

セミナーを初回無償で提供します。社内の反響を見ての施策検討をお手伝い致します。



APPENDIX



グレイスグループのMISSION

女性が願うあらゆるライフプランが社会的制約なく叶えられる未来の創出

グレイスグループは3つの社会課題の解決を目指します。

日本は世界第3位の経済大国だが、その実態は低い生産性を人口と労働時間でカバーしているだけ。
少子化は急速に深刻化し、2021年の出生数は80万人を割り込むと予想されている。

世界経済フォーラムの「ジェンダーギャップ指数」では、156カ国中120位(2021年)で、G7はもと
より、中国や韓国にも劣後。ここは日本に残された数少ない成長領域であるとも言える。

日本の年間体外受精件数は約45万件(2017年)で、世界最大の不妊治療大国。技術レベルも世界屈
指と言われるものの、体外受精から生まれる子どもの数は、米国の1人/4回に対し、日本では1人
/8〜9回と半分以下。

①少子化に伴う人口減少

②女性活躍推進の遅れ

③成績の上がらない不妊治療



ビジネス／メディカルメンバーが一体となったチーム

代表取締役会長
・ファウンダー

代表取締役CEO

戦略担当アドバイザー Special PR Advisor

勝見 祐幸 花田 秀則

池端 大輔 宇賀 なつみ

東京大学卒業、国際大学MBA。三菱石油、ジェミニコンサ
ルティング、インフィニオンテクノロジーを経て、2001年
にジェイブランディングを設立、企業の採用支援、ベン
チャー企業支援に携わってきた。2020年グレイスグループ
を創業、三女の父として、女性の活躍支援にライフワーク
として取り組む。

慶應義塾大学卒業。博報堂を経て、ビジネスとマーケティ
ングのコンサルティングファームを共同設立。マーケティ
ング、事業開発、パブリック・アフェアーズ、国際広報の
４領域を中心にコンサルタントとして活動。創業期からグ
レイスグループに参画、マーケティングを軸に経営全般を
リード。

立教大学卒業後、アナウンサーとしてテレビ朝日入社。
「報道ステーション」、「グッド!モーニング」、「羽鳥慎
一モーニングショー」等を担当した後、2019年に独立。報
道からバラエティまで、幅広く活躍する。現在はテレビ朝
日「池上彰のニュースそうだったのか！！」や、関西テレ
ビ・フジテレビ「土曜はナニする！？」に出演中。

慶應義塾大学卒業後、安田火災海上保険(現損保ジャパン)
に入社。中央省庁への企画提案を行う部署やサンパウロ現
地法人でのマネジメントを経験。2016年にSOMPO Digital 
Lab, Inc.を立ち上げ、シリコンバレーでCVCの代表として
活躍、投資の実行と投資先の経営に関わり巨額の利益を実
現する。グレイスグループでは戦略全般を担当。

社外取締役 安藤 一郎

一橋大学卒業、ダートマス大学MBA。キヤノン株式会社で
商品企画を担当後、留学のため渡米。米国でジェミニコン
サルティングに参画、経営コンサルティングに従事した後、
アメックス、ベイン・アンド・カンパニー、DHLジャパン、
日本マクドナルド、成城石井、プリモジャパン、ソシエ、
江戸一等にてプロフェッショナル経営者として活躍する。

取締役CFO 南 瑛一郎

一橋大学卒業。公認会計士資格取得後、2005年新日本監査
法人(現EY新日本有限責任監査法人)にて大企業の監査に携
わった後、2016年にライフスタイルアクセント株式会社へ
入社。財務を中心にバックオフィス全般を担当し、経営基
盤の強化と安定成長に貢献する。2021年CFOとしてグレイ
スグループに参画。



ビジネス／メディカルメンバーが一体となったチーム

中林 稔

杉山 力一
東京医科大学業後、一貫して生殖医療に従事、セントマザー
産婦人科医院で体外受精の基礎を学ぶ。2007年杉山産婦人科
世田谷、2011年杉山産婦人科丸の内、2018年杉山産婦人科新
宿を開院。菅政権のアドバイザーとして、不妊治療の保険適
用に道筋をつける。一般社団法人日本IVF学会常務理事。

日本医科大学卒業、産婦人科専門医、東京産婦人科医会理事。東京大
学医学部附属病院、三井記念病院医長、虎の門病院医長、愛育病院医
長を経て、現在、三楽病院産婦人科部長。

古井 憲司
日本医科大学医学部卒業後、名古屋大学医学部産婦人科教室入局。
岡崎市民病院産婦人科を経て、名古屋大学産婦人科学教室文部教官と
して勤務。その後、大垣市民病院産婦人科医長を経て、1998年、岐阜
県大垣市にクリニックママを開院。一般社団法人日本IVF学会副理事
長。

塩谷 雅英
島根医科大学業後、京都大学産婦人科にて医学博士を取得。その
後、神戸市立中央市民病院にて、兵庫県内初の顕微授精児誕生に
貢献。2000年より順次神戸市に4つの不妊治療専門クリニック「英
ウィメンズクリニック」を開院し、理事長として活躍。一般社団
法人日本IVF学会理事長。

小田原 靖
東京慈恵会医科大学卒業後、生殖医療の道へ。豪州メルボルン王
立婦人科病院生殖生物学教室、PIVET Medical center、Murdoch
大学等への留学を経て、医療法人社団スズキ病院産婦人科科長と
して、日本初の顕微授精児の誕生を主導。1996年、東京都渋谷区
にファティリティクリニック東京を開院。JISART(日本生殖補助医
療標準化機関)理事。

Exe. Medical Advisor Exe. Medical Advisor

Medical Advisor
・ファウンダー

Exe. Medical AdvisorExe. Medical Advisor

吉田 淳Exe. Medical Advisor

愛媛大学医学部卒業後、一貫して産婦人科医の道を歩み、東邦大学医
学部にて医学博士を取得、日本不妊学会賞受賞。1999年、木場公園
クリニックを開設して院長に就任、2019年にはつくば木場公園を
オーブン。産婦人科医・生殖医療専門医・臨床遺伝専門医・MBA。



日米の不妊治療比較

日本 米国

出生数

体外受精件数

体外受精出生数

体外受精出生割合

2017年

体外受精平均年齢

91.8万人

約45万件
（世界1位）

約28万件
（世界2位）

378.8万人

5.6万人

約12％

7.8万人

約27%

40歳 34歳

※技術は世界一と言われながら、日本の採卵あたりの出生数は世界で60位。先進国どころでは無い。



女性の活躍と妊娠・出産をめぐる様々な課題を個人に丸投げにせず、

社会を挙げてその解決に取り組まなければならない状況に来ている

私たちのスタート

本人も社会も、子供を産むこと、社会で活躍することを望んでいるのに、

ライフプランやキャリアプランとのバランスがうまく取れず、

結果的に不妊に苦しむ女性があまりに多い

その際に「妊活の前倒し」としての卵子凍結は

もっと社会インフラとして整備されているべき



不妊治療も卵子凍結も、やらないに越したことはない。

でも、子どもは産むことは独りではできないから…

圧倒的に使いやすい

“社会インフラ”としての

卵子凍結サービスの整備

卵子凍結を有効機能させ

社会性不妊を無くす

社会環境整備（啓発）

SOLUTION E D U C A T I O N

整えるべき2つの要素



卵子凍結に関する技術の進化

卵子凍結保存関連の医学技術は、

ライフプランの選択肢と呼べるまでに近年大きく進化してきた。

針や採卵方法の進化による採卵時の侵襲性の減少

新たな凍結・融解方法の確立による卵子の生存率の向上

不妊治療市場の拡大による体外受精技術の向上



の利用フロー

STEP 1: 申し込み STEP 2: 採卵・凍結 STEP 3: 保管

サービス利用者

Grace Bank（株式会社グレイスグループ）

申込
提携

クリニック
提示

提携クリニック

採卵採卵料支払

￥

凍結卵子輸送

保管料支払
￥

一括保管庫



他院で採卵した卵子を受け入れてくれない医院は多い

生殖医療クリニックの本丸は「妊娠してもらう」こと。

そのための技術（薬剤・器具・やり方・考え方）はクリニックごとに様々。

卵子は目に見えないため、どのプロセスがダメだったのか原因特定が難しい。

先生どうしの信頼関係があるクリニック間でなければ、「卵子のみ」は受け入れてもらえない

10年単位でご利用いただく卵子凍結では

引越しや、担当医の移籍など、クリニックを変更したいのリスクもある

保管を切り離すことで、提携クリニックのどこでも利用できる形に。

「保管」を分離する意味



“選択的卵子凍結”

「医学的に妊孕性喪失が差し迫っている状況ではない方」が

「ご自身の将来のライフプランのために」実施する卵子凍結

私たちのスタンス



私たちが“選択的卵子凍結”という言葉に込めた意味

女性が「子どもを産む」ことは、ライフプラン上での個人の選択であるべき。

すべての女性が等しく子どもを産むことを、社会が強要することがあってはならない。

その手段としての卵子凍結も、個々人にとっての意味や価値は異なるはず。

（安くなったとは言え）卵子凍結にはまだまだ一定の費用がかかる上に、

医療行為であるので、どんなに時代が変わってもリスクがゼロになることは無い。

そのため、利用者の方にはデメリットまできちんとご理解いただいた上で、

ご本人にご判断いただきたい。そのためにGrace Bankは徹底的にご説明します。

私たちのスタンス



3つの顧客価値

〜私たちが徹底的にこだわった3つの顧客価値〜

①厳選クリニックの全国ネットワーク

②安心・安全の輸送・保管体制

③保管費用の大幅な低減



「妊娠率」や「成功率」のスコア

→実績ある医師がその技術・倫理を認める医師（医院）を選ぼう！

が1年以上リサーチし続けてわかった、

クリニックの判断基準として必ずしもアテにならないもの

レビューサイトの（素人）クチコミ

メディアへの医師の登場 業界外の一般人のオススメ

書籍の出版やその冊数 セミナーやウェブサイトの充実度

医師や看護師の優しさ、学歴 クリニックの立地、儲かり具合

3つの顧客価値： ①厳選クリニックの全国ネットワーク



3つの顧客価値： ①厳選クリニックの全国ネットワーク

杉山産婦人科 新宿
（東京都新宿区）

英ウィメンズクリニック
（兵庫県神戸市）

両角レディースクリニック
（東京都中央区）

つくば木場公園クリニック
（茨城県つくば市 ※準備中）

はなおかIVFクリニック品川
（東京都品川区）

三宅医院
（岡山県岡山市）

空の森クリニック
（沖縄県島尻郡） ※地域別五十音順

※全国順次拡大中

松本レディースリプロダクションオフィス
（東京都豊島区 ※準備中）

広島HARTクリニック
（広島県広島市）

古賀文敏ウィメンズクリニック
（福岡県福岡市 ※準備中）

クリニックママ
（岐阜県大垣市）

仙台ARTクリニック
（宮城県仙台市）

まるたARTクリニック
（愛知県名古屋市）

ファティリティクリニック東京
（東京都渋谷区）

東北→ 関東→

中部・東海→

中国・四国→ 九州・沖縄→

木場公園クリニック
（東京都江東区 ※準備中）

杉山産婦人科 丸の内
（東京都千代田区）

近畿→



3つの顧客価値： ①厳選クリニックの全国ネットワーク

杉山産婦人科 新宿
（東京都新宿区）

英ウィメンズクリニック
（兵庫県神戸市）

両角レディースクリニック
（東京都中央区）

つくば木場公園クリニック
（茨城県つくば市 ※準備中）

はなおかIVFクリニック品川
（東京都品川区）

三宅医院
（岡山県岡山市）

空の森クリニック
（沖縄県島尻郡） ※地域別五十音順

※全国順次拡大中

松本レディースリプロダクションオフィス
（東京都豊島区 ※準備中）

広島HARTクリニック
（広島県広島市）

古賀文敏ウィメンズクリニック
（福岡県福岡市 ※準備中）

クリニックママ
（岐阜県大垣市）

仙台ARTクリニック
（宮城県仙台市）

まるたARTクリニック
（愛知県名古屋市）

ファティリティクリニック東京
（東京都渋谷区）

中部・東海→ 中国・四国→

九州・沖縄→

木場公園クリニック
（東京都江東区 ※準備中）

杉山産婦人科 丸の内
（東京都千代田区）

理事長

常務理事 常務理事 常務理事

常務理事 常務理事

副理事長

理事

理事常務理事

正会員

正会員

正会員

正会員

正会員

正会員

東北→ 日本IVF学会の中枢を核としたネットワーク



3つの顧客価値： ②安心・安全の輸送・保管体制

◆液体窒素自動補充 ◆24h温度モニタリング

◆指紋センサーで入室管理 ◆ALSOKを採用

◆液体窒素は手動で定期的に補充

◆温度センサー等の導入事例は少ない

一般的なクリニック



3つの顧客価値： ②安心・安全の輸送・保管体制

株式会社ステムセル研究所の細胞保管センター

✓全自動の温度管理と液体窒素補充

✓20年間無事故の保管実績

✓国際基準を満たす衛生環境

✓災害用予備電源、セキュリティも万全



3つの顧客価値： ③保管費用の大幅な低減

比較： 未受精卵15個を10年間保管した場合の費用

40万円 67万5,000円 99万9,120円 150万円 63万円

225万円 88万円 99万9,120円 162万円 116万円〜

都内クリニック

（港区）

都内クリニック

（中央区）

都内クリニック

（江東区）

都内クリニック

（港区）

著名クリニック

（関西地区）

著名クリニック

（関西地区）

類似サービス

P社

類似サービス

L社

都内クリニック

（港区）

（※2020年 Grace Bank調べ）



3つの顧客価値： ③保管費用の大幅な低減

採卵＋保管のトータル費用でも、充分に選択肢になり得る価格に

15個の卵子を5年間保管した場合 15個の卵子を10年間保管した場合

約67万円（税別） 約82万円（税別）

約370円／日 約220円／日

トータル費用

1日あたり

※杉山産婦人科新宿の価格で実施した場合＋

2021年10月より、クレディセゾンによる低金利ローン開始

初期費用偏重型だったが、サブスク形式での利用が可能に。



提携の福利厚生サービス

提携の福利厚生サービス

※初期費用が割引になります。サービスによっては２親等まで！



ご参考：不妊治療と凍結卵子

タイミング法 人工授精（AIH） 体外受精

不妊治療のステップ

排卵日に合わせて
性交渉を行う

排卵日に精製した精子を
子宮内に注入する

卵子を取り出し体外で
受精させた後子宮に戻す

：以下３つの手段に段階を追って取り組むのが一般的

↑凍結卵子を利用

１ ２ ３

凍結した卵子は将来的に「体外受精」に取り組む時に解凍して使用します。

不妊治療に取り組み始めるのは、
一般的にカップルが妊娠を望んで１年以上経ってからのため、

不妊治療に取り組み始めてからの採卵では年齢が高くなってしまいがち



ご参考： 採卵手法

自然周期 通常1〜2個の排卵

卵子凍結 排卵誘発剤を投与して

複数個の採卵を目指すことが多い

※基本的には採卵できた成熟卵の個数だけ、体外受精が可能となる



ご参考： 採卵のプロセス

月経前

90-120分

月経2-3日目頃

90-120分

月経10-11日目頃

90-120分

月経13-14日目頃

午前中いっぱい

1 2 3 4

排卵誘発
開始

事前検査
採卵決定

切替
採卵

（凍結）

時期

所要
時間



ご参考：Grace Bankの初期費用

初期費用（人生で１回のみ） 110,000円（税込）

保管料 33,000円（税込）/年間・１ケーン当たり※

※ケーン：卵子を格納する容器のこと
1ケーンには最大で卵子が3つ格納できるデバイスが5本格納できます。
1ケーンあたりの最大卵子格納数は15個です。

初回費用： 143,000円 + 採卵・検査費用
（クリニックに支払い）

Grace Bankの初回ご利用時には以下の費用が必要となります。

提携福利厚生代行サービスでの初期費用割引や、セゾンのカードローンでの特別優遇金利など、

支払いにおけるサポートもご用意しています。



ご参考： クリニックでの採卵費用の目安

約10万円
（7〜12万円）

採卵準備
（初回検査、ホルモン検査、排卵誘発剤など）

杉山産婦人科 新宿 の費用例

※自由診療のため、クリニックによって費用は異なります。
必ず事前にクリニック側にご確認ください。

約20万円
（静脈麻酔希望の場合は5万円加算）

採卵
（卵子の個数に関わらず）

3万円／本
（4-6個は6万円、7-9個は9万円）

凍結
（卵子の個数により変動、容器1本ごとに計算）

※税別料金の目安



ご参考： 採卵時の主なリスク

• OHSS（卵巣過剰刺激症候群）

• 卵巣出血

• 骨盤腹膜炎（感染症）

無理をせず、適切な範囲内の排卵誘発であれば

また、採卵前後に適切な処理を行えば、発生確率はわずかです。

だからこそ、信頼できる医師を選択が重要となります。

約0.1%

約0.1%

約0.05%



そのための啓発活動から取り組むことにいたしました。

私たちのアプローチ / 整えたい社会環境

ソリューションとしての卵子凍結インフラは、整えることができた。

あとは、きちんと理解してもらい、後悔の無い選択をしていただく。

①妊孕性や不妊に関する正しい知識の啓発

②女性が自身の現状について知る機会の増加

③気軽に生殖医療医院を訪問できる環境



トライアルSTEP

卵子と妊孕性に関するオンラインセミナー

（専門医によるLive質疑応答あり）を

1回分無料でお届けいたします。

貴社社員様の反響を確認いただいた上で

福利厚生への導入をご検討ください！



米国の不妊治療×福利厚生ベンチャー企業
ご参考

ProgynyKindbodyCarrot Fertility

2008年（2014年上場）2018年2016年

B to BB to B / B to CB to B

•従業員の数とサービスを利用する
国の数に応じた金額を定額・年間
契約で請求

•提携機関で利用可能なデビット
カードを発行

•8ケ所の自社クリニック+提携拠点
でサービスを提供

•オンライン予約・診断等、DXによ
り価格を低減

•カウンセリング・サプリメント等
のサービスも提供

•導入企業の医療費を削減

•導入企業は出生率23%上昇

•提携医療機関に登録料をチャージ

•代理出産や養子縁組も提供

•Microsoft、Google、Facebook

で会員の41％(210万/ 2020年)

180社以上非公開200社以上（50カ国）

時価総額43.8億ドル6,330万ドル3,920万ドル

600院以上(2021/04)200院以上(2020/09)2,700院以上(2021/04)

3.4億ドル--

設立

サービス対象

サービス概要

導入実績

調達額

提携クリニック

売上高



日本の卵子凍結サービス事業者
ご参考

グレイスグループ

2020年

B to B / B to C

•有力ドクターが経営
に参画、全国のトッ
プクリニックと提携

•さい帯血バンク最大
手との資本業務提携
で安全かつ安価な保
管体制を実現

設立

サービス対象

サービス概要

提携クリニック

プリンセスバンク

2015年

B to C

•加藤レディース出身
の培養士である香川
則子氏が設立

•香川氏がメディアに
露出することで、
BtoCの顧客を獲得

非公表

LIFEBANK

2020年

B to C

•スペインの生殖遺伝
子検査会社である
Igenomix社の子会
社

•卵子凍結保管以外
に、生殖に関わる遺
伝子検査も提供

非公表

ステルラ

2019年

B to B

•西史織氏がIT、金融
業界を経て創業

•定額制卵子凍結サー
ビス「Stokk」をス
タート、スカイマー
クも試験導入を発表
するが、既に撤退

メディカルパーク横浜

Cradle

2019年

B to B

•アーティストとして
も活躍するスプツニ
子！氏が設立

•企業にサービス利用
料、クリニックには
割引＋送客コミッ
ションを提案

非公表
全国16クリニック
（順次拡大中）

提携クリニック
独自システム
（非公表）

独自システム
（手動タンク）

クリニック内
（手動タンク）

クリニック内
（手動タンク）

独自システム
（大型全自動施設）

105,390千円

花田 秀則

資本金

代表者

非公表

香川 則子

非公表

高橋 美輪

3,350千円

西 史織

85,000千円

尾嵜 優美
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基礎知識編 専門知識編

男女・年齢問わず働く皆様に適した研修です。
女性のヘルスケアに取組み始めたいという会社様にお勧めいたします。

特定の領域を深堀してお話しします。
当事者となる女性社員はもちろんご家族をお持ちの社員様や

職場の皆様にも知っていただきたい内容です。

課題や女性のヘルスケアへの取り組みフェーズに応じて、様々な研修をご用意しております。
すべての研修において、専門医によるリアルタイムの質疑応答の時間がございます。

ニーズに応じたカスタマイズも可能です。営業担当までご相談ください。

Grace Seminar

レベル 領域

基本
知識

専門
知識

月経・
PMS

妊活・
不妊

妊娠・
出産

更年期

女性のライフステージと体調の関係 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
女性自身もよく知らないライフステージごとの体調の変化について解説いたします。
女性のヘルスケアの重要性／プレゼンティズムとアブセンティズム／月経関連の主な不調／女性特有のがん
／更年期による主な不調 等

妊活って何？ ✓ ✓ ✓
将来の妊娠・出産に備えて行っておくべき準備や、不妊治療の基礎知識などを解説いたします。
「妊孕性」の基礎知識／不妊治療とは何をするものか／妊娠前や不妊治療中に本人・職場が注意すべきこと
／クリニック選びの基礎知識 等

どうなの？卵子凍結 ✓ ✓
実際に不妊治療を考えている方はもちろん、将来的に子供を望む若手社員の方に向けて、不妊治療と卵子凍
結について詳しく解説します。
不妊治療・卵子凍結の世界動向／不妊治療のアプローチ／卵子凍結を行うにあたって注意すべきこと 等

更年期との付合い方 ✓ ✓
閉経に伴って発生する更年期障害は、正しい対処をすればその影響を抑えることが可能です。更年期障害の
中でも生き生きと働けるように、医学的アプローチについて解説します。
更年期障害でよくある症状と対応／本人・職場が注意すべきこと 等



連絡先

株式会社グレイスグループ

福利厚生導入サポート事務局

担当：西方・古田

info@gracebank.jp


