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大阪経済記者クラブ会員各位 
 

グローバル・イノベーション・フォーラム in Osaka 2020 の開催について 
 
 

 
〇大阪商工会議所は、世界中から先進的な技術をもったスタートアップを大阪に一堂に集め、
製品の実演、ショートプレゼン、スタートアップとの個別商談会を行う「グローバル・イノ
ベーション・フォーラム in Osaka 2020」を 10 月 27、28 日に開催する。AI、IoT、デジタ
ルヘルス、VR/AR、エンターテインメント、モビリティ等において最先端技術・製品を有す
るスタートアップ企業を日本を含む 11 カ国から 25 社招聘し、来場する国内外企業との技術
連携を通じたイノベーション創出、グローバル展開を支援する。同フォーラムの開催は 2 回
目。2019 年に開催した第 1 回目には 2 日間で延べ 475 人が参加した。 

+ 
＜概要＞ 
○日  程： 2020 年 10 月 27 日（火）～10 月 28 日（水） 
○場  所： 10 月 27 日（火）“Show Case”Day 最新技術の実演（デモンストレーション） 

於：グランフロント大阪北館 1F ナレッジプラザ 
10 月 28 日（水）“Forum” Day ビジネスプレゼン(ピッチ)、個別商談会 

於：大阪商工会議所 会議室 
〇主  催： 大阪商工会議所、大阪外国企業誘致センター（O-BIC） 
〇共  催： 独立行政法人日本貿易振興機構、公益財団法人大阪産業局、 

都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 
○参加企業： 世界 11 か国・25 社（予定） 

～アメリカ、イギリス、イスラエル、イタリア※、カナダ※、シンガポール、タイ※、 
中国、ドイツ、日本、フランス (日本5社、その他国は各2社） ※初参加 

＜今年度の特徴＞ 
現在コロナ禍の影響により、多くの展示商談会が延期・中止を余儀なくされている。グロー
バル・イノベーション・フォーラム（GIF）においても、渡航制限などにより来日できない海
外企業も出てくることが想定されるが、下記の様な取り組みをすることで、コロナ禍でも開
催しうる画期的な展示商談会とする。 

○仮想展示会のデメリットである「製品を実際に手に取ることができない」、「相手の反応を受
け取りにくい」という点を解消するため、オンライン参加企業も実際の製品を展示し、来場
者と遠隔かつリアルタイムでのコミュニケーションを実現する。 
（⇒来日できない海外案件も実際に商品に触って、見て、体験することができる！） 

○来場者の安全ファーストを考慮し、商談したい相手企業とは、当日ブースでの商談のほか、
オンライン型の商談設定による「非接触」での「接触」も可能とする。 
（⇒商談は必ずしも現場で face-to-face にて行う必要はない。別々の場所でも行える！） 

○期間中に会場に足を運べない参加者もオンライン形式により、ほぼすべてのプログラムに参
加することができ、出展者も来場者以外の企業ともコンタクトが可能で、来場者と出展者の
概念にとらわれない展示商談会とする。 
（⇒遠地からの、また時間のない企業からの参加も容易に！） 

○取り扱う商談案件にはコロナ疫関連を積極的に取り込み、ウィズ／アフター・コロナを睨ん
だビジネスのきっかけ作りとする。 
（⇒新常態（ニューノーマル）に備える。具体的案件の例は次項に！） 

○国内スタートアップ企業については別途選抜コンテストを開催。参加決定者には、デモンス
トレーションやピッチに向けて専門家によるメンタリングが受講可能。 

○JETRO と連携し、CEATEC（Society 5.0 の総合展 2020 年 10 月 20-23 日）の出展企業か
ら 5 社をオンライン参加として招聘。 
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＜参加案件の例（予定）＞ 

１）Redefine Meat 社（イスラエル） 
植物由来材料を使った食肉の 3D プリンター。 
コロナ禍により世界の食肉の輸出制限・供給不足が
懸念されるが、同社の技術で食肉の安定調達が期待
される。 
 
 

２）VR Vision 社（カナダ） 
VR を使ったトレーニングシミュレーションやウェア
ラブル AR。With コロナ時代で急増している在宅勤務
や非接触サービス等のニーズに対応。 

 
 
 
３）Selfit Medical 社（イスラエル） 

高齢者向けのセラピーロボット。運動プログラムを床など
に投影し、老化の防止や心筋梗塞、脳梗塞脳、パーキンソ
ン病のリハビリにも利用可能。 
 
 

 
 
４）The Prototype S.R.L.（イタリア） 

個人の臭覚域値を２分で簡単に検知できる検査装置。 
４種類の刺激でテストを行うが、ユーザーは病院へ行かず 
自宅でスマートフォンのアプリを通じて使用方法を見て、 
結果をすぐに見る事ができる。 

 
 
 

＜添付資料＞資料１：GIF2020 開催概要 
資料２：GIF2020 日本代表スタートアップ選抜コンテスト 記者配布資料 
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グローバル・イノベーション・フォーラム in Osaka 2020 

～海外・日本から先進的なスタートアップが大阪に集結！ 
 デモンストレーション、ピッチ、個別商談会を開催 ～ 

 
 
◆開 催 期 間： 2020 年 10 月 26 日（月）～10 月 28 日（水）3 泊 4 日 
            （26 日はブース展示者のみ） 
 
◆場 所： グランフロント大阪北館 1F ナレッジプラザ（デモンストレーション） 
   大阪商工会議所 4F   401       （ピッチ） 

大阪商工会議所 4F   402,403,404   （個別商談会） 
 

◆主 催:  大阪商工会議所 
大阪外国企業誘致センター (O-BIC) 

 

◆共 催： 独立行政法人日本貿易振興機構 

公益財団法人大阪産業局 

阪急阪神不動産株式会社（予定） 

都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

 

◆協力（予定）:  一般財団法人 貿易・産業協力振興財団 

大阪スタートアップエコシステム・コンソーシアム 
（大阪産業局・大阪府・大阪市・堺市・近畿経済産業局・関西経済連合会・ 
大阪商工会議所・関西経済同友会） 

在日米国商工会議所-関西支部 
在日フランス商工会議所 
在日英国商工会議所 
在日ドイツ商工会議所 など 

◆対象分野・企業: 
  ① AI、IoT、デジタルヘルス、VR/AR、エンターテインメント、モビリティ等といった先進分野での 

技術をもったスタートアップ 
② 完成品に近く、デモンストレーション実施可能なテスト・パイロット・モデルをもったスタート 

アップ 
  ③ 日本もしくは海外企業と技術連携もしくは投資を希望するスタートアップ 
 
◆プログラム（案）： 下記日程・プログラムは変更になる可能性ございます。 

1 日目（10/26 月曜）：ホテル チェックイン 
ホテル集合 
【オリエンテーション】 
 

2 日目（10/27 火曜）：“Show Case”Day 
       メインステージでのデモンストレーション 

各企業によるブース出展 

資料 1 
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3 日目 (10 月 28 日水曜) “Forum” Day 

【スタートアップによるピッチ】（日本企業・VC 向け） 
【個別商談会】 

  

<ピッチ> 
*同時通訳付き 

< 個別商談会> 
*テーブル、椅子、逐次通訳が手配されます 

 
◆インセンティブ：ブース出展者には大商で幾つかのインセンティブを用意しています。 

詳細は問合せ下さい 
 
◆新型コロナウイルス感染症に関する今後の方針について： 

1)渡航制限などがあって来日がかなわないところはオンラインでのデモ・ピッチを行うものとし、 
リアル＋オンラインのハイブリッド型イベントとする。 

2)一部プログラムは中止とする場合がある。 
3)開催時期に新型コロナウイルス感染症第 2 波等の影響により、緊急事態宣言が再度発令等された

場合、本イベントを中止する可能性がある。 
 
 

◆問い合わせ先： 
     大阪商工会議所 国際部課長 名越由美子（nagoshi@osaka.cci.or.jp） 
       〃      国際部   舘林 香菜（ka-tatebayashi@osaka.cci.or.jp） 
       〃      国際部   竹島 莉沙（ri-takeshima@osaka.cci.or.jp） 
     Tel. +81-(0)6-6944-6400   Fax: +81-(0)6-6944-6293 

以上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
＜デモンストレーション＞ 

*各スタートアップはメインステージ上で 
デモンストレーションを実施 

< Booths> 
*各スタートアップは各自ブースにて 
デモンストレーションを実施 

http://oki2.osaka.cci.or.jp/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1576454840328
http://oki2.osaka.cci.or.jp/scripts/dneo/zwmljs.exe?_=1576454840328

