２０１８年 7 月 22 日
一般社団法人渋谷未来デザイン

中国・深圳市南山区の深圳清華大学研究院(RITS)と
LeaguerX によるスタートアップ向け国際的ピッチ大会の国内予選
「Nanshan "Entrepreneurship Star” Contest 2018 Shibuya」

応募期間を７月２９日（日）１８時まで延長

渋谷区と中国広東省・深圳市南山区が連携しイノベーションを生み出す取り組みを推進
する最初の施策として行っている中国広東省・深圳市南山区のスタートアップ向け国際
的 ピ ッ チ 大 会 の 国 内 予 選 「 Nanshan "Entrepreneurship Star” Contest 2018
Shibuya」への参加権をかけた国内オンライン予選を 7 月２９ 日（日）１８時まで延
長します。
「Nanshan "Entrepreneurship Star” Contest」は、2008 年から始まった深圳市南
山区の深圳清華大学研究院(RITS)と LeaguerX により開催されるスタートアップ企業を
対象とした国際的なピッチコンテストです。オンライン予選（提出期限７月２９日）か
らの書類審査により、約１０社のスタートアップ企業が選出され、８月３０日の国内予
選大会への出場権利が与えられます。
国内予選の審査員は、夏野剛氏、大櫃直人氏（みずほ銀行）、小田嶋 Alex 太輔氏
（EDGEof）
、加藤由将氏（東急アクセラレートプログラム）に加えて深圳市南山区から
の主催者代表も参加いたします。
尚、日本予選の優勝者は 9 月に南山区にて開催される世界大会に招待されます。最大の
特徴は、優秀な事業プランには、中国のシリコンバレーといわれる南山区の起業支援ネ
ットワークによる資金調達の機会やイノベーションリソースの共有など、事業をスケー
ルアップさせるための手厚いサポートを受けられます。
深圳進出を目指すスタートアップ企業の多数参加をお待ちしています。

審査方法について
第一次審査（オンライン予選）
７月２9 日１８時までに（https://goo.gl/forms/ZKwyORvQTmnxv7D53）にエン
トリーいただいた内容を主催及び協力会社にて書類審査。１０グループ程度を選出
し、８月上旬に公表いたします。
第二次審査（国内最終審査）
一次審査を通過したグループは、８月３０日の渋谷 EDGEof にて１グループあたり６
分間程度のピッチバトルを行います。大会審査員による選考で、国内代表グループを選
定いたします。
国内審査員
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審査員プロフィール
夏野 剛

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特別招聘教授 他

NTT ドコモ在籍中の 1999 年に「ｉモード」
、その後「i アプリ」
「デコメ」「キッズケ
ータイ」「おサイフケータイ」などの多くのサービスを立ち上げる。執行役員を経て
2008 年に NTT ドコモを退社。現在は慶應大学政策・メディア研究科の特別招聘教授
を務める傍ら、ドワンゴ、セガサミーホールディングス、ぴあ、トランスコスモス、グ
リー、DLE などの取締役を兼任。ダボス会議で知られる World Economic Forum の
Global Agenda Council メンバー。2009 年から 13 年まで HTML の標準化機関であ
る W3C のアドバイザリーボードメンバー。渋谷未来デザインの Future Designer で
もある。
大櫃 直人

株式会社みずほ銀行 執行役員 イノベーション企業支援部長

1988 年みずほ銀行入行。本部法人営業支援、営業店長等を経て、2016 年から現部署、
2018 年執行役員就任。自ら有望ベンチャー企業を精力的に開拓し、成長支援を実践

小田嶋 Alex 太輔

株式会社エッジオブ 共同創業者 代表取締役・Co-CEO

iPhone の日本進出当初からスマートフォンビジネスの最前線で様々なプロジェクトに
携わり、事業構築の専門家として、ゲームプラットフォームやアニメ配信サービスとい
った Web ビジネスから、VR や IoT といった最新技術を使ったプロダクトまで、多種
多様なスタートアップ設立に携わる。
EDGEof は、起業家、投資家、クリエイター、エンジニア、メデ
ィア、研究者などの多様なエキスパートが集まり、ひらめきを見
逃さないための場所となり、知恵と資金を集積することでアイデ
アを育て、イノベーションを加速させる社会装置となる組織です。
(https://edgeof.co/ja/)

加藤 由将

東京急行電鉄株式会社

事業開発室 プロジェクト推進部

東京急行電鉄株式会社に入社。不動産・建築業界のマッチングビジネスのコンセプトデ
ザインから現場運営まで携わる。青山学院大学 MBA でアントレプレナーを専攻。東急
グループとベンチャーとの事業共創プログラム「東急アクセラレートプログラム」を立
ち上げる。オープンイノベーションに関する講演・セミナー多数。
東急アクセラレートプログラムは、東急グループのリソースを用いて
スタートアップ企業が持つリソース・プロダクトの仮説検証を行うこ
とで東急線沿線の生活利便性を高める新たな価値を創出するだけでは
なく、渋谷を中心としたスタートアップ企業の持続的な成長を支える
「スタートアップエコシステム」を構築することを目的としています。
（https://tokyu-ap.com/）

プロジェクト概要
１. 大会について

（１）南山区国際大会「Nanshan “Entrepreneurship Star” Contest」
主催：深圳清華大学研究院(RITS)、
LeaguerX Entrepreneurial Investment Co.(LeaguerX)
後援：深圳市南山区人民政府、深圳市科学技術イノベーション委員会
時期：9 月予定（中旬以降）
、中国深圳市南山区にて
（２）渋谷国内予選大会「Nanshan "Entrepreneurship Star” Contest 2018 Shibuya」
主催：一般社団法人渋谷未来デザイン
時期：8 月 30 日（木）
、渋谷 EDGEof にて
協力：株式会社エッジオブ、東急アクセラレートプログラム、みずほ銀行 等
＊予選大会出場者には懇親会への参加やネットワーキングの機会が与えられます。
2. 参加要件

成長企業グループとスタートアップグループの２つのカテゴリーにて募集します。
（１）成長企業グループ参加条件
①高い成長性及び強いイノベーション能力のあるテクノロジー系の中小企業であること
②会社設立１０年以内（2008 年 1 月 1 日以降の登記）、かつ 2017 年の売上が 1.5 億元
（約 25 億円）を超えていないこと。
③過去に法令違反等がないこと。
④過去にこの大会での受賞記録がないこと。
（２）スタートアップグループの参加条件
①会社設立後 1 年以内（2017 年 1 月 1 日以降の登記）もしくは、本大会申込締切まで
に、深圳に登記をしておらず、テクノロジーイノベーションの成果を有する会社を設立予
定であること。
②コアメンバーが 3 名以上で、大会後 6 ヶ月以内に会社を設立予定であること。
③大会にて発表する製品、技術、関連特許が大会参加者に属しており、他者との特許問題
を抱えていないこと。
④過去にこの大会での受賞記録がないこと。
3. 国内予選日程

（１）エントリー締切：７月２９日（日）１８時
（２）申し込み：専用フォームにて
https://goo.gl/forms/ZKwyORvQTmnxv7D53
＊基本的には英語での入力をお願いしていますが、日本語での並列表記も可能
＊フォームはシンプルで、会社登録情報、概要及び応募する事業計画書の提出のみ

（３）書類審査通過：8 月上旬 （8 月上旬から順次連絡）
（４）日本大会：８月 30 日（木）午後、渋谷 EDGEof にて（ https://edgeof.co/ja/ ）
（５）決勝大会：９月（中旬以降）
、中国深圳市南山区
4. 賞金総額（南山区国際大会）

（１）330 万元（約 5,600 万円）
−賞金内訳−
・

成長企業グループ １位 50 万元、２位 30 万元、３位 20 万元、４位 10 万元

・

スタートアップグループ １位 30 万元、２位 20 万元、３位 10 万元、４位５万元

・

特別賞 20 万元を超えない範囲で設定、その他の賞も想定有。

5. 南山区決勝大会（Nanshan "Entrepreneurship Star” Contest）に関して

南山決勝大会に参加したスタートアップ企業は、南山大会主催者より下記の対応が得られ
る予定である。（但し、下記のサポートは南山区大会主催者側との合意によるものとする）
（１）南山区の区幹部がサポートする重点企業バンクに登録される。
（２）政策サポート：
・

” Entrepreneurship Star”の条件に当てはまるチームは法人設立に際して、一度きり
の 10 万元の創業資金サポートが受けることが可能。

・

南山区の産業政策及び成長需要に合致する受賞企業及びチームは、南山区の自主創新
産業発展専門資金を優先的に受けることが可能。

（３）資本マッチング：
・

優秀なプロジェクトは優先的に南山区政府ファンド、Nanshan "Entrepreneurship
Star” Contest 投資連盟等から出資を受けることが可能。

（４）銀行融資：
・

受賞企業は優先的に南山区科学技術金融計画に選出され、銀行融資を受けた及び投資
機関からの出資を受けたプロジェクトは政府が提供する手形によるサポートを受ける
ことが可能。

（５）創業スペース：
・

南山区に登記した受賞企業及び創業チームは優先的に南山区のインキュベーター入居
及びマンションあるいは補助金サポートの申請ができる。

（６）創業サポート：
・

受賞企業及びチームは区の関連職業部門が提供する創業トレーニング、管理コンサル
ティング、メンターサポート、特許申請、イノベーションリソース利用、専門展示会、
国際交流や人材招聘が受けられ、さらに区の科学技術創業媒体での宣伝や報道などの
サポートを利用できる。

一般社団法人渋谷未来デザイン

渋谷未来デザインは、ダイバーシティとインクルージョンを基本に、
渋谷に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人など、渋谷に集う多様な人々
のアイデアや才能を、領域を越えて収集し、オープンイノベーション
により社会的課題の解決策と可能性をデザインする本格的な産官学民
連携組織です。このような体験・活動は、都市生活の新たな可能性と
して、渋谷から世界に向けて提示することで、最終的には渋谷区のみならず社会全体の持続
発展につなげることを目指しています。
（http://www.fds.or.jp）
深圳清華大学研究院(RITS)

深圳清華大学研究院は、1996 年１２月に設立された企業に焦点を当
てた研究機関で、中国のみならずグローバルに向けたイノベーション・
インキュベーション及び産業投資のプラットフォームです。地域の技
術、経済、社会の発展を促進することを目的とし、珠江デルタにおけ
るハイテク企業の発祥組織であると同時に、南中国エリアのタレント育成機能としても位
置付けられています。
LeaguerX Entrepreneurial Investment Co. (LeaguerX)

LeaguerX は、Leaguer グループと深圳清華大学研究院(RITS)の子会
社で、中国の将来を見据え、国境を超えて展開しインターナショナルテ
クノロジー企業への投資を行う組織です。革新的なプラットフォーム
及びサービスプログラムを通じて、LeaguerX は国際的な技術企業に多くのリソースを提
供し、中国市場で成功するための支援を行っています。

お問い合わせ先
一般社団法人渋谷未来デザイン
TEL 03（6427）4394
Mail nanshan2018@fds.or.jp
担当

千田、長田

