
 

  ２０２１年５月１０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時資料提供＝京都経済記者クラブ、神戸経済記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ） 
 

「GIF2021日本代表スタートアップ選抜コンテスト」の実施について 
～国際イベントに参画する先進的なスタートアップを募集！～ 

 
 
 
 
 
 大阪商工会議所は、国内外の先進的なスタートアップを招待する「グローバル・イノベーション・

フォーラムin Osaka 2021（GIF）」に参画する国内スタートアップを選抜するため、「GIF2021日

本代表スタートアップ選抜コンテスト」を実施する。本日から６月９日まで応募を受け付け、７

月６日に開催する公開プレゼンテーションで、GIFに参画するスタートアップ８社を選抜する。 
 
○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。２０１９年から

開催し、今年で３回目。GIF では、国内外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、来場する国内外の企業との技術連携を通じたイノベーションの創出、

グローバル展開を支援する。 

〇２０２０年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、オンラインにて開催し、１１カ国（カナ

ダ、中国、フランス、インド 、イスラエル、イタリア 、エストニア、日本、シンガポール、ア

メリカ、イギリス）から計２３社のスタートアップが参画。そのうち、日本からは、同コンテス

トで選抜された５社が参画した。また、GIF 2020 ウェブサイトには１７,６９６件のアクセスが

あり、個別商談会では１１５件の商談が行われた。 

○大阪商工会議所では、２０２０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、今回のコンテストもこの取り組みの一環として実施する。 

以 上 

＜GIF2021日本代表スタートアップ選抜コンテスト 募集概要＞ 

■応募資格 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スマートシティ、デジタル・トランスフォーメーション、カーボンニュートラル、

アグリテック、フードテック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 

      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 

■募集期間 ２０２１年５月１０日（月）～６月９日（水） 

■主  催 大阪商工会議所 

■共  催 京都商工会議所、神戸商工会議所、都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

■応募方法 応募サイト（https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202104/D22210510018.html）から、

所定のエントリーシートをダウンロードし、メール（sangyo@osaka.cci.or.jp）で大商

へ送信する。 

＜添付資料＞ 

 資料１：GIF2021日本代表スタートアップ選抜コンテスト 募集要項 

 資料２：GIF2021日本代表スタートアップ選抜コンテスト エントリーシート 

〔問い合わせ先〕大阪商工会議所 産業部（浅田、土居） 
TEL０６－６９４４－６３００ 

記 者 配 布 資 料 



 

 

 

GIF2021日本代表スタートアップ選抜コンテスト 

募集要項 

 

 

募集締切 ：2021年6月9日（水）17:00  
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資料１ 
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1．主催 

大阪商工会議所 

 

2．共催・協力（予定） 

共催：京都商工会議所、神戸商工会議所、都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

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、京都スタートアップ・エコシステム推進

協議会、HAX Tokyo、ひょうご神戸スタートアップ・エコシステムコンソーシアム、株式会社

Monozukuri Ventures 

 

3．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8社）を選抜し、

GIFに来場する国内外企業とのイノベーション創出や、販路開拓、資金調達、グローバル展開等を支援

する。 

【グローバル・イノベーション・フォーラム（GIF）概要】 

正式名称 グローバル・イノベーション・フォーラム in Osaka 2021 

コンセプト 海外・日本から先進的なスタートアップを大阪に招待し、デモンストレーション、ピッチ、個

別商談会等を行う 

期間 Liveピッチ：１０月２７日（水）～１０月２９日（金）のいずれか１日 

※１０月２６日（火）にはオリエンテーションを実施予定 

GIFウェブサイトへのデモ掲載：８月末頃 

GIFビジネスマッチング：１１月末頃 

会場 オンライン 

主催 大阪商工会議所、大阪外国企業誘致センター 

※他、多数の関係団体等の協力・後援を予定 

 

４．応募資格  

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 以下、（a）～（g）の分野での先進技術をもったスタートアップ 

（a）スマートシティ 

（b）デジタル・トランスフォーメーション 

（c）カーボンニュートラル 

（d）アグリテック、フードテック 

（e）ヘルステック 
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（f）ロボティクス 

※（a）-（f）以外の分野でも「オンリーワン」「ナンバーワン」の技術やサービスがあれば出展可能 

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（「7.スケジュール」参照）に参加で

きるスタートアップ 

【留意事項】 

 上記①～⑤のすべてを満たすスタートアップが対象です。 

 反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との関係がないことを条件とします。 

 上記に関わらず、主催者が不適切と認めた応募者は、応募資格を取り消させていただく場合がご

ざいます。 

 

５．応募プロセス 

（１）応募期間 

2021年5月10日（月）～6月9日（水）17:00必着 

 

（２）応募方法 

以下の応募サイトから、所定のエントリーシート（エクセル形式）をダウンロードして、必要事項を日本

語で記載のうえ、下記メールアドレスまでご送信ください。提案内容を補足する資料があれば、添付して

ください。 

（https://www.osaka.cci.or.jp/event/seminar/202104/D22210510018.html） 

 メールの件名は、「【GIFコンテスト】ES提出（企業名）」とし、エクセル形式のまま（pdfファイル

等には変換せず）ご送信ください。 

 メールの容量が５ＭＢを超える場合には、受信が出来ない場合があります。ファイル共有システム

をご案内しますので、必ず事前にご連絡ください。 

 メールを受信しましたら、翌営業日までに返信いたします。翌々営業日になっても返信メールが届

かない場合は、お手数ですが、お電話（06-6944-6300）にてメールの到着確認をいただけまし

たら幸いです（当方にてメールの受信が確認できていない場合、エントリー受付ができませんので、

到着確認にご協力いただきますようお願いいたします）。 

 

（３）エントリーシートの提出先 

大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当 

E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp 
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６．審査方法 

（１）審査委員 

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 

 審査委員が変更になる場合もございます（委員は社名五十音順で記載しています）。 

 

（２）審査ポイント 

項目 ポイント 

意欲・情熱 経営者が事業成長意欲にあふれ、情熱を有していること 

収益性 将来的に収益の見込める内容であること 

ユーザー視点 ユーザーの価値創造が明確な内容であること 

国際性 国際的な市場性を有していること 

技術性 独創的な技術を取り入れた内容であること 

 

７．スケジュール 

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府・自治体からの要請等により、以下スケジュールでの

開催が困難になる場合や、プログラムや開催方法が変更となる場合がございますのであらかじめご

了承ください。 

（１）書類審査結果通知 

2021年6月17日（木）～21日（月）頃 

※ エントリーシートに記載された連絡先にＥメールで通知します。 

※ 書類審査通過者には、公開プレゼンテーションの詳細を併せてお知らせします。 

 

（２）公開プレゼンテーション（書類審査通過者のみ） 

【日  時】2021年7月6日（火）13:00～17:00 

【場  所】大阪商工会議所内会議室、オンライン（zoom） 

※ 趣旨説明、各社のプレゼンテーション（4分、質疑応答5分）、審査委員による

審査、日本代表の発表（最大8社）、記念撮影、講評等を予定しています。 
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（３）メンタリング（公開プレゼンテーションで選抜された日本代表の内、希望者のみ） 

【時  期】2021年8月～９月頃（予定） 

【場  所】オンライン（zoom） 

※ GIFでのデモンストレーションやピッチに向けたメンタリングを行います。 

 

（４）GIF（公開プレゼンテーションで選抜された日本代表のみ） 

【時  期】2021年10月26日（火）～10月29日（金） 

【プログラム】 

 Pre Event（10/26）  ：（午前・夕刻）オリエンテーション（大阪・関西の魅力PR等） 

 Day1～3（10/27～10/29）：（午前・夕刻）スタートアップによる Live ピッチ 

                         （午後）シンポジウム *各日別のテーマで開催 

 
 

GIFウェブサイト 
各スタートアップのデモ動画を 

GIFウェブサイトへ掲載 

11月末：GIFビジネスマッチング（GIF2020では 1社平均5件の商談を実施） 

 

８．費用、特典  

（１）費用 

 コンテスト応募に関して費用はかかりません。 

（２）特典 

【事業拡大・資金調達等の機会】 

 公開プレゼンテーションにて、事業会社やVC等に向けて自社を PRできます。 

 GIF日本代表に選抜されたスタートアップには、デモンストレーションやピッチに向けたメンタリング

（専門家による指導）を行います（希望者のみ）。 

 GIFにて、個別商談会がセッティングされます（2020年度実績：1社平均5件。関西を中心と

した大手商社、大手鉄道会社、大手電機メーカー、大手CVC、大手ハウスメーカー等。）。 

 「Osaka Launch Show」と題し日本で初めて披露する商品等の PR特別にお手伝いいたしま

す。 

 日本代表を含むGIFに出展する全スタートアップの中から、審査員が選んだGIF AWARD受賞

者を表彰します。 
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【費用補助】 

 公開プレゼンテーションに出場されるスタートアップのうち、関西以外の地域から参加される方には、

交通費補助を予定しています（1社3万円上限）。 

 

９．知的財産権、個人情報の取り扱い 

（１）知的財産権の取り扱い 

 ご提案内容に関する著作権その他の知的財産権は応募者に帰属しますが、最終審査は、公開プ

レゼンテーションとなりますので、秘密事項は記載、発表しないようにご注意ください。 

 ご提案内容は、第三者の著作権その他知的財産権を侵害していないものに限ります。万一、提案

内容が第三者の権利を侵害している場合または侵害する恐れがあると主催者が判断した場合

（応募後に侵害となった場合を含みます）、選抜後でも代表資格を取り消すことがあります。 

 

（２）個人情報の取り扱い 

 エントリーシートに記載された個人情報及び提案内容に関する情報は、本コンテストに関連する目

的（審査、エントリーに関する各種連絡のほか、主催者からの各種情報提供（Ｅメールでの事業

案内含む））のために使用します。 

 本人の同意なしに他の目的で利用および第三者へ提供いたしません(ただし、裁判所から提供を

求められたときなど、法令に基づく場合は除きます)。 

 公開プレゼンテーション出場者のビジネスプラン名、お名前、ご所属（創業年月日も含む）は、参

加者名簿や各種広報媒体（機関誌、ホームページ、メールマガジン等）等に掲載するとともに、

報道機関に公表いたします。 

 ご提出いただいたエントリーシート、補足資料は返却いたしません。 

 

１０．事務局 

大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当（浅田・土居） 

  所在地：〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 

  ＴＥＬ：06-6944-6300  ＦＡＸ：06-6944-6249 

  E-mail：sangyo@osaka.cci.or.jp 

 

以 上 



（1）エントリー者について
フリガナ

企業名

フリガナ

エントリー者氏名

エントリー者役職

創業者と主要メンバー
※それぞれの氏名とプロフィー
ル（セールスポイント）

資本金

創業年月日

従業員数

ウェブサイト

所在地

電話番号 ※選考の結果連絡等に使用

E-mail ※選考の結果連絡等に使用

GIF2021日本代表スタートアップ選抜コンテスト　エントリーシート

エントリー締切： 2021年6月9日（水）17:00

データ提出先： sangyo@osaka.cci.or.jp（大阪商工会議所 産業部 産業・技術振興担当）

※メールタイトルを「【GIFコンテスト】ES提出(企業名)」、ファイル名を「【ES】（企業名）」とし、エクセル形式でご送信くださ

資料２



（2）ビジネスについて

ビジネスプラン名 30文字程度

ビジネス詳細
※記入欄は適宜加減してくださ
い

他社との競合優位性
※記入欄は適宜加減してくださ
い

資金調達額

主要株主

（3）ビジネスモデル・事業計画について

※それぞれの全体像が簡潔に把握できる資料を別途添付してください（形式不問）

（4）その他

メディアへの掲載歴
※今回応募するビジネス以外
の掲載歴でも可（ただし、その
旨明記すること）

ビジネスコンテストでの
入賞歴

※今回応募するビジネス以外
の入賞歴でも可（ただし、その
旨明記すること）

GIFでのデモンストレー
ション内容

※デモンストレーションは必須
です（オンラインでのデモンスト
レーションになります）

GIFでのマッチング希望
先（産業分野、業種、企
業等）

※GIF参加にいただける場合、
マッチングの参考にします

募集要項記載の内容を全て理解・遵守し、応募することを誓約します。
※左の□にチェックを入れてください誓約します


