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２０２１年７月６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」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（浅田、土居）
TEL 06-6944-6300、080-8927-6383
大阪商工会議所は、７月６日に、
「GIF2021 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 Osaka 2021（GIF）
」に参画する日本代表スタ
ートアップとして、以下の７社を選抜、表彰した（社名五十音順）
。本コンテストは、京都商工会議
所、神戸商工会議所、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」と
の共催。
社 名

エントリー者

ビジネスプラン名

地 域

あっと株式会社

中野 讓

毛細血管形状分析 AI（人工知能）による新
健康指標構築！

大阪府

株式会社 Geek Guild

尾藤 美紀

産業と技術革新の基盤をつくる AI 技術で
「薬局を応援する」プロジェクトを推進

京都府

Con-Tact 株式会社

東 輝明

産学共同開発事業に於ける触媒としての
Con-Tact

京都府

株式会社ダイレクト・アール・エフ

戸谷 一幸

歯っぴー株式会社

小山 昭則

微生物マーカーによる衛生管理システム

熊本県

ファンフォ株式会社

喬 恒越

飲食店のコロナ対策及びスマート化に貢
献するモバイルオーダーアプリ

京都府

株式会社毛髪クリニックリーブ 21

西島 孝則

水の浄化をシャンプーから取り組みまし
ょう～持続可能な生活資材

大阪府

フレッシュに解凍！もったいないを削減！も
っと美味しいを実現！小型解凍機ビジネス

兵庫県

○ 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月末に開
催する。世界１４カ国から４０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。
○ 最終審査会では、１２件の応募のうち書類審査を通過したファイナリスト１０社が公開プレゼ
ンテーションを実施。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、
日本代表スタートアップを選抜した。
○ 選抜された７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（ビジネスプランや
プレゼン内容のブラッシュアップ）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、事業の拡大や投資の受け入れが期待できる。
○ 大商は、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、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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GIF2021 日本代表スタートアップ選抜コンテスト・最終審査会 概要
大阪商工会議所

Ⅰ．GIF2021 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 Osaka 2021（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：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
（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
（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：２０２１年７月６日（火）１３:３０ ～ １６:００
場 所：大阪商工会議所 ６階 末広の間 / オンライン
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１０社によるプレゼンテーション
１５:４０ 結果発表・表彰式
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

（※社名五十音順）
ビジネスプラン名

エントリー者

毛細血管形状分析 AI（人工知能）による

あっと株式会社

中野 讓

Any-Edge inc.

田中 大右

株式会社 Geek Guild

尾藤 美紀

KYOTO's 3D STUDIO 株式会社

西村 和也

Con-Tact 株式会社

東 輝明

新健康指標構築！
唾液＆呼気を総合分析できるリアルタイ
ムセンサデバイス
産業と技術革新の基盤をつくる AI 技術で
「薬局を応援する」プロジェクトを推進
配信プラットホームサービスによる持続
可能な文化財観光活用と資源保護
産学共同開発事業に於ける触媒としての
Con-Tact

地 域
大阪府
東京都
京都府
京都府
京都府

フレッシュに解凍！もったいないを削

株式会社ダイレクト・アール・エフ

戸谷 一幸

減！もっと美味しいを実現！小型解凍機

兵庫県

ビジネス

日新技研株式会社

山元 賢一

歯っぴー株式会社

小山 昭則

ファンフォ株式会社

喬 恒越

株式会社毛髪クリニックリーブ 21

西島 孝則

微細気泡混合液製造装置・微細気泡混合
液を用いたイノベーション創出
微生物マーカーによる衛生管理システム
飲食店のコロナ対策及びスマート化に貢
献するモバイルオーダーアプリ
水の浄化をシャンプーから取り組みまし
ょう～持続可能な生活資材

大阪府
熊本県
京都府
大阪府

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月中旬：オリエンテーション（大阪・関西の魅力 PR 等）
○１０月２７日（水）～１０月２９日（金）
：GIF イベントウィーク
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
○１２月１日（水）～３日（金）
：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）
以 上
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