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事業概要 
ジェトロ京都では、スマートシティ構想を進める「けいはんな学研都市」の強みを活かしたイノベーショ

ンの継続的創出によるイノベーション・エコシステムの構築を支援しています。その一環として、スマート

シティに関連した技術を有するスタートアップ企業の海外展開を後押しする、海外の企業や自治体

等とのマッチングプログラムを実施します。 

 

第 1 弾として、世界最大のスマートシティ関連展示会「Smart City Expo World Congress」に

併催されるマッチングイベント「Smart City Live 2020 Brokerage Event」に参加するスタート

アップ企業を募集します。 

 

さらに、本プログラム参加企業には、Smart City Live 2020 Brokerage Event 終了後も、世

界各地の企業や自治体等とつながる機会をご準備する予定です。 

 

世界の都市の課題解決を目指す皆さんの募集をお待ちしています。 

 

（参考）バルセロナに見るスマートな街づくり ‐官民連携で挑む新たな市場‐ 

参加者募集内容 

概要 

実施期間 

 2020 年 11 月～2021 年 3 月 

募集締め切り 

2020 年 11 月 1 日（日）23 時 59 分（日本時間）締切 

募集対象 

日本国内に拠点を有するスタートアップ企業 

募集規模 

10 社程度 

概要 

日本のスタートアップ企業と海外の企業や自治体等とのマッチングイベントの開催 

実施予定イベント 

 Smart City Live 2020 Brokerage Event におけるビジネスマッチング 

 スペイン等海外のスマートシティ関連企業とのビジネスマッチング 

 海外自治体とのビジネスマッチング  

https://www.jetro.go.jp/tv/internet/2017/12/273780377ab94402.html
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お申し込み資格・条件 

1. 以下の要件を満たす、日本国内に拠点を有するスタートアップ企業 

①革新的技術や製品・サービスで、社会に新しい価値をもたらすことを目的とし、 

②具体的な製品またはビジネスモデル・プランを有し、 

③資金調達などを通じて短期間で事業のスケールアップを目指す企業もしくは起業家。 

２．スマートシティと関連した技術を有していること 

例：モビリティ、環境・エネルギー、ヘルスケア、農業、行政サービス 

３．英語による対応が可能であり、海外展開の責任者など意思決定権者がプログラムに参加でき

ること 

４．事業成果把握のためのアンケートを通じて海外展開につながる成約（業務提携、資金調達

等）およびその見込みについて報告し、事業成果普及に協力できること 

５．別紙のオンライン商談にかかる「ご利用条件・免責事項」を満たすこと 

６．Brokerage Event 主催者が指定する下記条件を満たすこと 

（１）General Terms of Participation 

•  Your profile will only be published once you fulfill all the registration 

steps/requirements.  

•All Participants should publish at least a marketplace: project, product, service 

or investment opportunity related to the topics of the congress. 

• Only 1 participant per organization/project is allowed. Exceptionally, we will 

allow more than one participant per company if their marketplaces and 

partnering objectives are clearly different. 

• Cancellations will only be managed through the platform, in this way, the other 

participant and the organizers will be automatically notified and the schedule 

will be always updated.  

• The organizers reserve the right to give your personal contact details to the 

participants with whom you have booked a meeting.  

• This activity is funded by the European Commission and the feedback of your 

participation is required under this activity. Therefore, you are asked to 

notify any collaboration agreements that you reach with other Brokerage 

Event participants to the organizer and/or co-organizer. This information will 

be treated confidentially.  

•  Participants must inform the organizers about the meetings with other 

Brokerage Event participants even if they are held outside the Brokerage 

space.  
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• The organizers might further promote your cooperation profile/s through the 

EEN network market place http://www.een.cat 

（２）Date Protection Privacy policy disclaimer 

The Agency for Business Competitiveness (hereinafter ACCIÓ) will process 

your personal data in order to manage the request you have made using 

this form, to send you satisfaction surveys that you may answer if you have 

taken part in our activities or services, and to issue notifications about our 

activities and services. Similarly, if you grant your consent ACCIÓ will make 

use of your image to be published in any mass media to inform on ACCIÓ’s 

activities and services. ACCIÓ may process your data for the 

abovementioned ends as it is obliged to attend to your request and is 

expressly authorised by law to send you notifications about its activities and 

services. In the event that you take part in our activities, satisfaction surveys 

with regard thereto are sent in order to improve the activities and services 

that we offer with a view to fulfilling our public mission. Your image will only 

be treated if you grant your consent for their use. The personal data may be 

sent both to public administrations to meet our legal obligations and also to 

suppliers of services to ACCIÓ. You may exercise your rights of access, 

rectification, erasure, limitation, portability and opposition either by writing 

to the postal address at Passeig de Gràcia, 129, postcode 08008 in Barcelona, 

or by sending an email to dades.accio@gencat.cat. Your data will be 

conserved as long as you maintain your relation with ACCIÓ and, upon 

termination thereof, until conclusion of the legally applicable term of expiry 

and/or the terms necessary to guarantee compliance with our institution’s 

mission of public interest. For further information please consult 

http://www.accio.gencat.cat/legal-notice. 

７．以下のいずれも満たすこと。 

①訴訟や法令順守上の問題を抱えている者ではないこと。 

②応募者および所属機関の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、反社会的勢力との

関係を有しないこと、および、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けていないこと。 

③公序良俗に問題のある事業に係る応募でないこと。 

④公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業（風俗営業等の規制

及び業務の適正化に関する法律（昭和 23 年法律第 121 号）第 2 条に規定する風俗営業

等）に係る応募でないこと。 
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参加に関する審査 

■本事業の趣旨、お申し込み資格・条件に合致しているか、海外展開を行うための体制が整っているか

を確認させていただきます。申込多数の場合は、参加企業の絞り込みを行う場合がありますので、あら

かじめご了承ください。 

■審査結果の理由についてはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。 

■審査後は、合否にかかわらず申込者へ結果をメールで通知します。 

 

お申込み方法 

ステップ 1 下記ウェブサイトにて、所定の質問への回答をよろしくお願いいたします。 

ステップ 2 KYO@jetro.go.jp 宛に、会社概要等に関するピッチ資料（英語が望ましい）をお送

りください。 

 

お申込時の留意点 

 

1. 本事業への参加に関する規則は、本書および別紙の「ご利用条件・免責事項」によるものとしま

す。 

2. 現地情勢など諸般の事情に鑑み、本事業が中止または延期となる場合がございますので、あら

かじめご承知おきください。 

3. 本事業が中止または延期になった場合においても、本事業の参加のために参加者が支出した

費用や本事業の中止または延期に起因、関連する一切の損害について、ジェトロはこれを負担

しません。 

4. マッチングイベントは、海外参加者からの同意があった場合にアレンジ・実施されます。 

お申し込み・ご参加いただいた場合でも商談をお約束するものではありませんので、あらかじめご

了承ください。 

5. 海外参加者からの商談リクエストには、可能な限りご対応いただきますようお願いいたします。 

 

参加費 

 無料 （商品輸送費用や商談時の通信費等は参加各社の負担となります。） 

ジェトロが負担する費用 

■海外企業の引き合い情報収集と提供、およびそのサポートに係る費用 
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スケジュール 

※以上のスケジュールは現時点の予定であり、変更の場合があります。予めご了承ください。 

※説明会にご参加できない企業については、個別面談を実施します。 

キャンセルについて 

1. 参加企業決定後は、原則としてキャンセルは受け付けておりません。 

2. やむを得ない事情でキャンセルされる場合には文書にて辞退届を作成し、代表者印を押印の

上、京都貿易情報センターまで送付してください。辞退届の受理を行ったタイミングにより、準備

にかかった費用の実費を請求させていただく場合があります。 

お問い合わせ先 

日本貿易振興機構（ジェトロ）京都貿易情報センター   大井、牧野 

TEL：075-341-1021  E-mail：KYO @jetro.go.jp  

〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 78 京都経済センタ

ー3 階 308 

 

2020 年 11 月 1 日（日）23：59 申し込み締め切り 

11 月 2 日（月）～5 日（木） 審査・審査結果通知 

11 月 6 日（金） Brokerage Event 参加企業登録 

※ジェトロ側で申込情報に基づいて登録します。 

その後、必要に応じて情報を修正していただきます。 

11 月 9 日（月）夕方 Brokerage Event 主催者による説明会 

11 月 9 日（月）～16 日（月） 参加企業によるマッチング 

11 月 17 日（火）～19 日（木） オンライン商談実施 

12 月～2021 年 3 月  スペイン等海外企業とのマッチング 

 海外自治体とのマッチング 


