記者配布資料
２０２０年７月１０日
大阪経済記者クラブ会員各位
（同時資料提供＝大阪科学・大学記者クラブ）

「GIF2020 日本代表スタートアップ選抜コンテスト」選抜者決定について
〔問い合わせ先〕大阪商工会議所 産業部 （竹久、玉川)
TEL０６－６９４４－６３００
○ 大阪商工会議所は、７月１０日に、
「GIF2020 日本代表スタートアップ選抜コンテスト最終審
査会」を開催し、
「グローバル・イノベーション・フォーラム in Osaka 2020（GIF）
」に参画
する日本代表スタートアップとして、以下の５社を選抜、表彰した（社名五十音順）
。本コン
テストは、大阪工業大学と共同運営する都心型オープンイノベーション拠点「Xport」
、株式
会社 Monozukuri Ventures との共催。
社名

エントリー者

ＲＦルーカス株式会社

浅野 友行

AC Biode 株式会社

久保 直嗣

株式会社クオンタムオ
ペレーション

丸山 純孝

ジェネクスト株式会社

山地 瞭

株式会社トレッタキャ
ッツ

堀 宏治

ビジネス概要
RFID による位置特定技術で、効率的な
在庫・物品管理と革新的なマーケティ
ングを実現するロケーションテック
有機ごみとプラスチックを分散型、低
温で炭化、リサイクル
生命と向き合い、苦痛を減らす超高機
能デバイス開発企業
クラウド型交通安全管理システム
「AI-Contact」の運営
猫の疾患を早期発見するスマートねこ
トイレ「toletta®」

地域
東京
京都
東京
神奈川
神奈川

○ GIF は、大阪商工会議所と大阪外国企業誘致センターが主催する国際イベントで、１０月２６
日～２８日にグランフロント大阪等で開催する。世界１１カ国から２５社の先進的なスター
トアップがデモンストレーション、ピッチ、個別商談を行い、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。本コンテストは、GIF に参画
する日本企業を選抜するためのもの。GIF は２回目だが、本コンテストは今回が初開催。
○ 最終審査会では、２８件の応募のうち書類審査を通過したファイナリスト９社が公開プレゼ
ンテーションを行い、意欲・情熱、収益性、ユーザー視点、国際性、技術性の視点から審査
し、選抜者を決定した。
○ 選抜された５社は、GIF でのデモやプレゼンに向けた専門家のメンタリング指導を受けたうえ
で、GIF に参画する。GIF では、国内外の多くの企業と接点を持つことで、イノベーション創
出や事業拡大、投資受け入れが期待できる。
○ 大商は、今年度から３カ年かけて取り組む中期事業計画「たんと繁盛 大阪アクション NeXT」
において、イノベーション・エコシステム構築の柱のひとつにスタートアップ支援を位置づ
けており、本コンテストもこの取り組みの一環として実施する。
以 上
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GIF2020 日本代表スタートアップ選抜コンテスト、最終審査会の概要
大阪商工会議所

Ⅰ．GIF2020 日本代表スタートアップ選抜コンテスト
１．目的
国内外の先進的なスタートアップを招待し、デモンストレーション、ピッチ、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（ＧＩＦ）
」に、日本代表として参画す
るスタートアップ（最大５社）を選抜し、ＧＩＦに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。
２．実施概要
（１）実施体制
主催：大阪商工会議所
共催：都心型オープンイノベーション拠点「Xport」
、株式会社 Monozukuri Ventures
協力：特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ、株式会社 MJE、大阪イノベーションハ
ブ、大阪工業大学、大阪スタートアップエコシステムコンソーシアム
（２）応募資格
※以下①～⑤のすべてを満たすスタートアップが対象
① 日本の法令に基づいて設立されたスタートアップ（創業年数・企業規模等不問。ただ
し、原則として法人化された組織）
② 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持ったスタートアップ
③ 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（必ずしもハードウェアメーカーに限定せず、ソフトウェア開発企
業であっても「デモンストレーション可能なテスト・パイロット・モデル」を持って
いれば応募可能）
④ 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
⑤ 公開プレゼンテーション・メンタリング・ＧＩＦ等所定のプログラムに参加できるス
タートアップ
（３）選考委員
座 長：国立大学法人神戸大学 経営学研究科 教授 忽那 憲治 氏
委 員：池田泉州キャピタル株式会社 常務取締役 辰己 賢一 氏
ウエストユニティス株式会社 創業者 福田 登仁 氏
日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長 多賀谷 実 氏
株式会社 Monozukuri Ventures 代表取締役 牧野 成将 氏
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Ⅱ．最終審査会
（１）開催概要
■日
時 2020 年 7 月 10 日（金）13:30 ～ 16:00
■場
所 大阪商工会議所 6 階 白鳳の間（大阪市中央区本町橋 2-8）
■プログラム
13:30 主催者挨拶 大阪商工会議所 副会頭 立野 純三
13:35 事業趣旨説明・選考委員紹介
13:40 ファイナリスト 9 社によるプレゼンテーション
15:40 結果発表・表彰式・記念撮影
15:55 講評・閉会挨拶
選考委員座長 ／ 国立大学法人神戸大学 経営学研究科教授 忽那 憲治
（２）ファイナリスト一覧
社名
ＲＦルーカス株式会社

AC Biode 株式会社
株式会社クオンタムオペレ
ーション
ジェネクスト株式会社
株式会社 toraru
株式会社トレッタキャッツ
株式会社パリティ・イノベ
ーションズ
PLEN Robotics 株式会社
mui Lab 株式会社

（※社名五十音順）
エントリー者
ビジネス概要
地域
RFID による位置特定技術で、効率
的な在庫・物品管理と革新的なマ
浅野 友行
東京
ーケティングを実現するロケーシ
ョンテック
有機ごみとプラスチックを分散
久保 直嗣
京都
型、低温で炭化、リサイクル
生命と向き合い、苦痛を減らす超
丸山 純孝
東京
高機能デバイス開発企業
クラウド型交通安全管理システム
山地 瞭
神奈川
「AI-Contact」の運営
西口 潤
現地作業代行サービス GENCHI
大阪
猫の疾患を早期発見するスマート
堀 宏治
神奈川
ねこトイレ「toletta®」
空中映像表示光学素子及び空中映
前川 聡
京都
像応用製品の開発・製造・販売
AI テクノロジーでサービス業の定
赤澤 夏郎
大阪
型業務を自動化する
木製 IoT ハブ"mui"を軸とした
三宅 謙介
京都
UX/UI・ソフトウエアの開発

（３）最終審査会後の流れ
8 ～ 9 月 頃：メンタリング（ＧＩＦでのデモンストレーションやピッチに向けた指導）
10 月 26～28 日：ＧＩＦ
デモンストレーション・ブース展示（グランフロント大阪）
ピッチ・個別商談会（大阪商工会議所）
以 上
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