
・外国企業のサンフランシスコ・シリコンバレー進出、世界市場でのスケールアップを専門に手掛ける
アクセラレーター。

・150人以上のメンターを抱え、顧客に沿ったメンターを１対１でリテインし、渡航前からZoomやSkype
でリモートメンタリングを行い、企業訪問アレンジを行うのが特徴。

US Market Access Center

メンター例（※昨年度実績）

利用可能なコワーキングスペース

2社のスタートアップ企業の創業者としてExit経験を有する。その後、20年間で150社以上のアリー企業のコンサルティング

経験を有し、Adobe, Micorosft等との協業経験を有する。

Mr. Alfredo Coppola, Co-CEO, US-MAC

Ms. Kate Gunning, CEO, Biovisability

ライフサイエンス、ヘルスケア、クリーンテック業界のマーケット戦略の専門家。大企業、イノベーションセンターに多くの顧客を
有する。

Mr. Don Lindsay, Partner, The Angels Forum
マイクロソフト、アップル、リサーチ・イン・モーション（ブラックベリー）を経て、エンジェル・フォーラムのパートナーとして活動。
エクスペリエンスデザインの専門家、イノベーターとして著名。

Galvanize
– SOMA, San Francisco

スタートアップが集積するサンフランシスコ
SOMA地区に構えるコワーキングスペース。各
種スタートアップイベントが頻繁に開催され、
ネットワーキングの場として最適。

Silicon Valley
メンローパークやパロアルト、サンマテオ
等のシリコンバレーにおいても、法人
設立を前提とした準備期間として、
3ヶ月のコワーキングスペースの利用が
可能。

シリコンバレー・エコシステムの特徴・トレンド
 HP, Apple,Google,Facebook, Uberなど、 数年毎に破壊的イノベーションを起こすイノベーションの聖地。

 全米のベンチャー・キャピタル（VC）投資額約4割を占める資金調達額。Google, Facebook, Amazon, Microsoft
など、巨大企業による買収案件（Exit）が日々起こる土地。

 AirBnB,Stripe,Coinbase,Robinhoodなど、全世界の約25％のユニコーンを輩出。Pinterest,Zoom等、ユニコーン
のExitも起こる。

 新規事業やオープンイノベーションを手掛ける大企業が多くサンフランシスコ・シリコンバレーに拠点を構える。米国のみならず
世界中の大企業へのリーチが可能。

提携先アクセラレータ－

支援メニュー・留意事項

ブリーフィング（1時間）

コワーキングスペースの無料提供（3ヶ月）

日本人専門家によるメンタリング（1時間）

アクセラレーターによるメンタリング（10時間）

現地企業との面談アポイントメント等（最大3社）

追加メンタリング、面談アレンジ（20時間、最大6社）

ー以下、サンフランシスコ・シリコンバレー等に拠点設立を検討する企業向けー

- 現地駐在員がサンフランシスコ・シリコンバレー事情につき説明します。

- スタートアップが法人設立する際に必要な会社設立手続きやストックオプションの設計など、日本人専門家によるメンタリングが受けられます。

- 1時間の初回メンタリングを経て、150人以上のメンターネットワークから御社のビジネスモデルとニーズにあったメンターをアサインします。

スタートアップ企業は最大10時間のメンタリング（Zoom会議含む）が受けられます。

- 準備ステージ（上記10時間メンタリング）を終え、商談準備が整った企業に対し最大3社までのポテンシャル顧客との面談、VC、エンジェル、

アクセラレーター等の紹介を行います。

- 拠点設立準備とネットワーキング機会を提供するためコワーキングスペースを３ヶ月無料で提供。

- メンタリング、面談アレンジのサービスを追加で集中サポートします。

https://www.youtube.com/watch?v=VgkDsBdFELs&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=uvVJqs1Bpkw&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=DkV-ErRecKk&t=20s


起業支援機関、世界最高峰の学術・研究機関（MIT、ハーバード大学など）、インキュベーター、
大企業、全米有数の病院システムの密集地

バイオ・ライフサイエンス分野に強い

•  最先端の研究開発機関や製薬企業が多数拠点を持つ

•  バイオテクノロジースタートアップへのVC投資額が全米で第１位

ボストン・エコシステムの特徴

Cambridge Innovation Center ケンブリッジ・イノベーション・センター

• GoogleのアンドロイドやHubspotなどを輩出したスタートアップの集積施設

• 1999年以来4000社以上の企業がCIC関係施設を利用

• CIC Japan Deskのスタッフが日本xボストン企業の連携を積極的にサポート

（日本語対応可）

提携先アクセラレーター

Chuck Goldstone, Strategies & Stories
200社を超える世界中のスタートアップのメンターを勤め、マーケティング戦略と

ピッチのコーチングを主に行なっている。

Hiroko Sato, The Pitch Room 
長年米国地方紙記者として勤めていた経験を生かし、英語圏の投資家や取引先を

対象としたピッチ作成を支援。

David Saxner, Longfellow Associates
ライフサイエンス分野に関するリソースの専門家。海外進出の戦略の相談や製薬会社や

バイオテックに特化した投資家の紹介を通してスタートアップの成長をサポート。

メンター例

支援メニュー・留意事項

・事業戦略立案等に関するメンタリング

・現地企業、VCとの面談アポイントメント等

・コワーキングスペースの無料提供

※会議室、キッチン、シャワールームなどのサービス込み

https://cic.com/


Paris & Co.：

パリ・エコシステムの特徴

 フランス政府は2013年11月よりスタートアップ支援事業「フレンチテック」を実施している。パリ、リヨン、

ナントなど13都市を「フレンチテック・メトロポール」に指定、地域レベルのスタートアップのネットワーク形成に

力を入れる。

総額2億ユーロのアクセラレーション基金により民間アクセラレータの資本を増強することで間接的にスター

トアップを支援するほか、スタートアップのグローバル化および海外スタートアップの国内誘致を支援する

（総額1,500万ユーロ） 。

海外進出支援として各海外都市にオンラインハブ「フレンチテック・ハブ」 （22拠点）の設置。また、海

外スタートアップ呼び込みのため、選抜した起業家に対しフランス国内で企業をパッケージで支援する「フ

レンチテック・チケット」や、海外の起業家、エンジニア、投資家のビザ取得を容易にする「フレンチテック・ビ

ザ」などの政策を実施している。

現在、欧州には800程度のインキュベータ・VC・アクセラレータがあり、うちフランスには80、パリ首都圏に

は40が集まっている。

支援メニュー・留意事項

１.現地ブリーフィング 会場：アクセラレータ施設（パリ） or ビデオ会議

２.個別面談(メンタリング) 会場:アクセラレータ施設（パリ）or ビデオ会議

※初回メンタリング以降、アクセラレータが対応可能な範囲で、現地パートナー候補・VC等投資家・

アクセラレータ・政府機関の紹介にも対応します。

３.上記提携先のコワーキングスペースの提供

提携先アクセラレーター

• パリ市経済・イノベーション開発局傘下の欧州最大級のアクセラレーター。スマートモビリティ、フィンテック、

情報技術、観光など14の産業・テーマ別のインキュベーションプログラムと施設を運営し、民間企業との連携

によりパリ首都圏のエコシステムを推進、海外スタートアップの起業支援などを展開。

• 2017年12月末時点で431社以上のスタートアップ企業の起業を支援し、3000近くの新規雇用の創出。

世界主要都市とのグローバルネットワークを活用し、スタートアップ総合支援プログラムを実施するほか、年間

300件以上のイノベーション・エコシステム関連イベントを展開。



提携先アクセラレーター

Bistream GmbH

ベルリン・エコシステムの特徴

ベルリンの壁崩壊・ドイツ統一から約30年を経て、東西に開かれたコスモポリタンとして、独特のエコシステ

ムが発展。

欧米の他地域と比較しても、低コストのオフィスや東欧の優秀なエンジニアにアクセスが容易。

 スタートアップのためのイベント、ミートアップ、ハッカソン等も充実。

米グーグルが出資する「ファクトリー」をはじめ多くのコワーキングスペースが存在。2018年にはシーメンスは

6億ユーロを投資するイノベーションキャンパス「シーメンスシュタット2.0」の設立を発表。スタートアップが同

地区に集積する見込み。

ベルリンで、特に注目を集める分野は、「EC」「フィンテック」「IoT」。

支援メニュー・留意事項

Co-Founder, CEO
武田 誠氏

Co-Founder, COO
山本 千佳氏

メンター例

• ドイツのスタートアップや研究機関とのコラボレーションを狙った日本企業へのコンサルティングを得意

とする。

• ベルリンで実施された｢ベンチャーサミット」やアジア・パシフィック・ウィークでのスタートアップパートを担

う等、スタートアップ関連のイベント主催経験豊富なこともあり、欧州・ドイツのVC、アクセラレーター、

ベンチャー育成機関、関連政府機関等と強力なネットワークを持つ。

• 日本進出支援のための現地有力スタートアップとのネットワークも有する。

• 若手人材の欧州スタートアップでのインターン研修も行っている。

１.現地ブリーフィング

会場：提携先オフィス（ベルリン）、ジェトロベルリン事務所、Web会議

２.個別面談(メンタリング)

会場：提携先オフィス(ベルリン)、ジェトロベルリン事務所、Web会議

３.ビジネスマッチング先の紹介

初回メンタリング以降、商談準備が整った企業に対して、bistreamのネットワークを活用し、

現地パートナー候補・VC等投資家・アクセラレーター・政府機関等を紹介します。

2013年にBistream社をベルリンで創業し、ドイツをハブにしたス
タートアップの欧州展開をサポート。グローバル大企業、VC等と共
同でカンファレンスを実施した経験があり、ベルリン経産省アジア部
門アンバサダー。

エンジェル投資家・起業家。ノキアにて欧州向けUX開発とBiZ
devに従事後、モバイルアドプラットフォームをゼロから立ち上げる。
ニューヨークでEdtech創業に携わり、香港企業にEXITした経験
がある。



ロンドン・エコシステムの特徴

 投資を呼び込む大胆な施策、洗練された自由市場、レベルの高い教育機関、公用語としての英語の優位性等の

複合的な要素で、従来より優秀な人材・情報・企業・投資家が集まっていることが強み。

 イノベーション振興に取り組む公的機関のInnovate UK、テクノロジー業界団体のTech UKや、350を超えるアク

セラレータ・インキュベータなど、起業支援を行うプレーヤーが官民とも豊富。

 既存産業（金融や医療）とﾃｯｸを融合したFintechやMedtechの他、Digital技術、医療、輸送システム等の重

点分野の研究開発支援に特徴。

 「サンドボックス(実証実験)」を活用したスマートシティ分野も集積しつつあり、制度面で寛大な点も魅力。

提携先アクセラレーター
Techstars LONDON

• 2006年の創業以来、150超の国・地域で、4,000以上のイベントを実施。10,000を超えるメンターや300,000以

上のアルムナイなど、豊富なネットワークを誇る、メンター主導型グローバル・アクセラレーターのロンドン拠点。

• 毎年約300の選ばれた企業が参加する、3ヵ月間のプログラムを通じ、計約12万ドルの投資やハンズオン支援を提供。

• グローバルに幅広い知見や人脈を有する有力アクセラレーターであることから、2018年度には各地のインナーサークルに

強いパイプを持つManaging Directorを中心に、メンタリングおよびビジネスマッチングが行われた。

メンター候補

Techstars Londonのトップであり、欧州、中東、アジア、北米において長期にわたるメンター、アドバイザー、エンジェル

投資として活動している。過去には、AB InBev社との事業連携を統括した経験や、自身も起業家としての一面を有

する。

Eamonn Carey, Managing Director

Marko Srsan, Program Director

コンピュータサイエンスのバカロレアを取得したのち、ザグレブ大学でビジネスのマスターも取得している。iOS向け時間管理

アプリTimeprepの創業者であり、2014年にTechstarsに参画した後は、ダイレクターに昇進してスタートアップを支援

をしている。

支援メニュー・留意事項

１.現地ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ（現地／Web会議）

ロンドン・エコシステムに関してはジェトロ職員がブリーフィングサービスにて対応致します。 （1時間程度/回）

２.事業戦略立案等ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ（現地／Web会議）

英国進出に関する導入、ピッチデックの精査等、ご希望やターゲットに合わせて、メンタリングを実施します

（1時間まで/回）。

３.ビジネスマッチング先の紹介

メンタリングを実施し、商談準備が整った企業に対して、Techstarsのネットワークを活用し、パートナー候補、

投資家等の紹介を行います。



フィンランド・エコシステムの特徴

 国際競争力ﾗﾝｷﾝｸﾞ「人材スキル」分野(WEF)で1位（2018年）。CTAの2018 International 

Innovation Scoreboardで1位。

 IoT, Digital, Smart＆Clean, Healthcare, Energy等の分野に注力。スタートアップの支援サポーターが

豊富（例：Helsinki Business Hub, Business Finland, Aalto大学）

 Slushは欧州最大規模のｲﾍﾞﾝﾄ（昨年は来場者20,000, スタートアップ3,100と1,800投資家が集結）

• ヘルシンキ市からの委託で、病院だった施設を改修し、北欧最大級のｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰに再生。

• 20,000 ㎡の広大な敷地に、現在100のスタートアップ、1,500の個人が入居。2023年には敷地面積を倍増

させる計画を持ち、入居スタートアップは500社を想定している。

• 700を超える専門家ネットワークや、年間150超のｲﾍﾞﾝﾄによる企業へのﾈｯﾄﾜｰｸ機会提供等が強み。

• フィンランドに幅広い知見や人脈を有する有力アクセラレーターであることから、現地のインナーサークルに強いパイ

プを持つVoitto氏（CEO）を中心に、効果的なメンタリングおよびビジネスマッチングが行われた。

メンター候補

多くの起業家を輩出するアールト大学にて学生ユニオンの代表を務め、IBM Finlandでの勤務、Slush事務局

等での経営に携わった。2016年より北欧最大級のアクセラレーターであるMaria01のCEOに就任し、スタートアッ

プ企業支援を統括している。

Voitto Kangas, CEO

支援メニュー・留意事項

１.現地ﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞ（現地／Web会議）

フィンランド・エコシステム、Maria01の概要に関してMaria01担当者より説明します。 （1時間程度/回）

２.事業戦略立案等ﾒﾝﾀﾘﾝｸﾞ（現地／Web会議）

フィンランド市場へのエントリー、「Slush」攻略法等、ご希望やターゲットに合わせて、メンタリングを実施します

（1時間まで/回）。

３.ビジネスマッチング先の紹介

メンタリングを実施し、商談準備が整った企業に対して、Maria01のネットワークを活用し、パートナー候補等の

紹介を行います。

４. コワーキング・スペースの提供

ヘルシンキ滞在に併せてデスクが必要な企業に対して最大40時間まで無料にて提供します。

提携先アクセラレーター

Maria01



１.現地ブリーフィング

会場：ジェトロ指定場所（ジェトロ事務所、Jakore事務所ほか ）

1時間程度/回

２.個別面談(メンタリング)

会場:ジェトロ指定場所（ジェトロ事務所、Jakore事務所ほか）or 電話・ビデオ会議

※１社あたりのサービス提供時間について、上限があります。

※初回メンタリング以降、提携先の対応可能な範囲で、現地パートナー候補・アクセラ

レーター等の紹介を行います。現地コワーキングスペースの提供は行っておりません。

※各サービスについてお申し込み後、提出書類の内容確認が完了してから、少なくとも5

営業日（イスラエルの週末（金、土曜日）および祝祭日を除く）の調整時間を頂きます。

ご了承下さい。

国防軍、研究機関、大学から技術の民間移転、政府による資金調達支援、さらに懲兵

制のもとで選抜された優秀な人材を最先端研究に取り組ませる体制がある。コンパクトで

濃いコミュニティにおいて、ユダヤ人を中心に、技術レベルの高い人材による起業が促される

ビジネス・エコシステムとなっている。

人口は約900万人、過去30年間で倍増。ハイテク分野には約27万人の人材（全就労

人口の8.3％）。人材不足のため、国内での育成を軸にハイテク分野の就労者を今後

10年間で倍増させる野心的な政府目標を掲げる。

6,000社以上のスタートアップはマーケット獲得のため国外のパートナーとの連携を目指し

ており、ロールモデルとなる事例がある。

テルアビブ・エコシステムの特徴

提携先

イスラエルのスタートアップや日本企業の海外進出および協業を支援するコンサルティング会社

Jakore

支援メニュー・留意事項



 インドにおける2018年（第３四半期まで）のスタートアップへの投資額は、4.2Bilドルと昨年比108%増。

2018年までに誕生したユニコーン企業数は18社と中国、米国に次ぐ世界第3位。豊富な高度人材（エ

ンジニア＆アントレプレナー）と拡大する巨大市場が魅力。

ベンガルール在住の各分野の専門家をボランティアの「コア・メンター」として委嘱。オンラインでのメンタリングを実施。

提携先アクセラレーター

MicrosoftやPayPal等米国大手企業が主催するインドでのアクセラレーション・プログラムの企画・運営実績

がある。また、スタートアップを中心に過去200以上のメンタリング実績を持つ。

http://zinnov.com/Zinnov

１.個別面談(メンタリング) ・ブリーフィング

JETROによるブリーフィング及びコア・メンターとTV会議でメンタリング実施。また、定期的にベンガルー

ルで実際に懇親できる機会も用意。なお、機微に触れる事項のメンタリングを御希望の場合、まず

JETROベンガルール事務所に御相談ください。

２. 委託先による提携候補先の紹介

委託先が対応可能な範囲で、現地パートナー候補・VC等投資家・アクセラレーター・政府機関等を

紹介するほか、現地ミートアップイベントへの参加アレンジにも対応。

３. 委託先によるコワーキングスペースの提供

利用可能なコワーキングスペースとして、ベンガルール市内のIKP Eden、91Springboard、

Wework、Cowrks等既存の施設を予定。

メンター候補

ベンガルール・エコシステムの特徴

支援メニュー・留意事項

ベンガルールはIT企業約3,500社、外資系IT企業約900社が集中。IT技術者約120万人とインド全

体の3割を擁し、インドの電子・ソフトウエア輸出全体の40％を支える。また、バイオ系企業数は約190社

とインド全体の50%以上が所在するなど、技術が集積するインド国内最大のスタートアップ拠点。

• RK Misra(Carnegie India)：技術提携、起業、投資等

• 村上 矢 (Incubate Fund India)：ファイナンス、M&A等

• Pranav Pai（3one4 Capital）：AI・フィンテック投資等

• Prachi Sinha （Axilor Ventures）：バイオ・ヘルスケア分野

• Navratan Katariya (NASSCOM)：IT、IoT、エネルギー等

http://zinnov.com/
http://zinnov.com/


提携先アクセラレーター

１.ブリーフィング

会場：アクセラレータ施設（同社オフィスorジェトロ事務所）or ビデオ会議

２.個別面談(メンタリング)

会場:アクセラレータ施設（同社オフィスorジェトロ事務所）or ビデオ会議

※初回メンタリング以降、アクセラレータが対応可能な範囲で、現地パートナー候補・VC

等投資家・アクセラレータ・政府機関の紹介にも対応します。

国内での起業と、域内からの参入によりアラブ・スタートアップが集積。

低税率や整備されたインフラ等、起業家や企業に比較的有利なビジネス環境。

地域の金融・経済の中心であり、VC、プライベートエクイティ、エンジェル投資家らからの出資を得

られる機会が豊富。

 ドバイは、政府がイノベーションハブ構築に非常に積極的で、ドローンタクシー等大型実証の場とし

て、また、中東市場へのエントリーゲートとして海外スタートアップから注目を集める。

ドバイ・エコシステムの特徴

• 起業家、技術者、政府高官、企業幹部らとの確固たるパートナーシップにより、中東ビジネス

の成功に不可欠な資本や事業経験、ネットワークを提供できる。

• 中核はモバイル事業。小売りや通信など様々なセクターで事業経験を持つ。特に、デジタルパ

フォーマンスマーケティング、ロイヤリティプログラム、ビッグデータ、フィンテックなどEコマースに関す

る専門知識を有する。

• 2006年から政府機関や大手企業、スタートアップ、起業家など様々な顧客に対し、戦略

パートナーとして事業改善プログラムを提案してきた。

• そのネットワークを活かした数十人のメンター・ネットワークを有するため、幅広い分野での専門

的知見に基づくアドバイスおよびマッチングが可能。

MENTOR GC

AYM Commerce

支援メニュー・留意事項



 エンタープライズ・シンガポールを初めとする政府機関が海外エコシステムの誘致や金銭面も含む

積極的な支援等を行っており、起業を支えるエコシステムの主要的な役割を担う。

 東南アジアの統括拠点であり、金融ハブとしての地位が確立。域内最大のスタートアップの資金

調達であり、起業拠点としての存在感も高まっている。

 社会的安定性、確立した法律・金融制度、立地優位性、税制上のメリット、公用語、情報収

集の容易さ、FTA等の整ったビジネス環境を背景に周辺各国からVCやスタートアップが集積。

 東南アジアのスマートシティー開発に伴い、関連エリアへの投資が増加傾向。

 世界で初めて自動運転車が公道を走行する等、実験的な取り組みも多い「テストベッド」。

提携先アクセラレーター

・現地ブリーフィング（現地/ビデオ会議）

・専門家からの個別メンタリング（現地ブリーフィング後、ジェトロがアレンジ）

・初回ブリーフィングあるいはメンタリング以降、ジェトロ及びメンターの対応可能な範囲で、

現地パートナー候補・アクセラレーター・投資家・政府機関等を紹介

・コワーキングスペースの提供

支援メニュー・留意事項

• MTI傘下の外国企業誘致行政機関。
• 最近ではイノベーションによる自国経済活性化を図っており、国内外のイノベーション拠点との

連携、ネットワーク強化を図る。
• イニシアティブ「Global Innovation Alliance」を所管している。

エンタープライズ・シンガポール（Enterprise Singapore）

経済開発庁（EDB）

• 貿易産業省（MTI）傘下のスタートアップを含む中小から大手までの地場企業の支援を

行う行政機関。

• スタートアップの育成、地場企業の労働生産性向上の支援から海外展開を支援し、海外

との貿易を振興。startup sg」というスタートアップ・VC・アクセラレータ等向けの一連の起

業支援施策を所管する。

シンガポール・エコシステムの特徴・トレンド



提携先アクセラレーター

 上海は、北京、深圳、杭州と並ぶ中国の４大エコシステムの一角。VC投資額、ユニコーン

数では北京に次ぐ第2位。

 上海のエコシステムの特徴として。華東地域という世界でも有数の大市場があること、グ

ローバル企業のアジア・中国統括拠点等が多数立地し、グローバルビジネスとのリンケージ

が強いことが挙げられる。

 業種の特徴としては、Eコマース、金融、ライフスタイル、BtoBサービス等の割合が高い。

 上海のイノベーション人材の平均年齢は36歳であり、北京や深圳に比べると高い。これは、

一旦会社勤めや海外勤務をし、資金・人脈・経験を携えて上海で起業する人が多く、失敗す

るケースが少ないと言われる。

 日本のスタートアップにとっては、日系企業が集積していること、日本語対応のサービスプ

ロバイダーが多数存在することもメリット。

匠新（ジャンシン）Takumi Innovators

メンター
田中年一

「匠新」の創業者CEO、「XNode」のマネージングディレクターも兼務。財務会計（M&A、

投資、IPO、監査）とITのバックグランドを有する。

東京大学工学部航空宇宙工学科を卒業後、HPでのシステムエンジニア職、デロイトトーマ

ツ東京/上海での会計士職を経て現在。米国公認会計士、中国公認会計士科目合格。

支援メニュー・留意事項

１.現地ブリーフィング 会場：提携先オフィスorジェトロ事務所

２.個別面談(メンタリング) 会場：提携先オフィスorジェトロ事務所 or ビデオ会議

３.現地ミートアップイベントの紹介

４.XNode静安におけるコワーキングスペースの無料提供

※初回メンタリング以降、アクセラレータが対応可能な範囲で、現地パートナー候補・VC等投資家・アクセラレー

タ・政府機関の紹介にも対応します。

• XNode(※)とのJVによる、日中でのスタートアップおよびイノベーション連携を推進する日中で唯一のアク

セラレーター

• 日系ベンチャー企業向け日中スタートアップ・アクセラレーション、日系大企業向け日中イノベーション・アク

セラレーションを提供

※ XNodeは中国国内外の大企業、スタートアップ向けにコワーキングスペースやイノベーション・プログラム、各

種イベントを提供するアクセラレーター。IntelやPhilips、SAPなどの大企業のほか、Austrade（豪州貿易

投資促進庁)やKOCCA（韓国コンテンツ振興院）などの政府関連機関にもプログラムを提供

上海・エコシステムの特徴



提携先アクセラレーター

深セン・エコシステムの特徴

世界最高レベルを誇る電子・電器産業の集積地として「ハードウェアのシリコンバレー」と呼ばれる。常駐

人口1,282万人、平均年齢33歳、スマホ・電子決済等IT技術が普及している「巨大先進都市」。

資金調達、技術提携、市場開拓、プロトタイプ制作、プロセスイノベーション等多岐に亘る、日系企業

と深圳企業の連携が期待できる。

• 深セン市清華大学研究院の傘下企業、1999年に設立、ハイテク分野のスタートアップ企業に投資、

• マッチング、コワーキングスペース提供など一体化支援を行う。

• 米国、ロシア、イスラエル、ドイツ、英国に外国拠点を構えており、海外スタートアップ企業との連携

実績を持っている。

• 今まで既に2500社以上の企業を支援してきた。そのうち、21社が上場。

• 松禾資本は2007年に設立、中国有数の地場の民間有力VCの一つ。

• 150億元ファンドを管理し、ソフトウェア開発、人工智能（AI）、ナノテク、再生医療等分野に注力、

アーリーステージのベンチャー企業に投資を行う。地場系ユニーコン企業に投資実績を持つ。

• 今まで400社以上に投資した実績があり、そのうち上場及びM&A企業が49社がある。

Leaguer Group

Green Pine Capital（GPC)

支援メニュー・留意事項

１.現地ブリーフィング

会場：アクセラレーター施設（深圳）

２.メンタリング

会場:アクセラレーター施設（深圳）or ビデオ会議

※初回メンタリング以降、アクセラレータが対応可能な範囲で、現地パートナー候補・VC等

投資家・アクセラレーター・政府機関の紹介、現地ミートアップイベントへの参加アレンジに

も対応します。

３. Leaguer Group コワーキングスペースの提供


