
 

No Maps NEDO Dream Pitch with 起業

家万博について 

経済産業省北海道経済産業局と（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、総

務省北海道総合通信局等と合同で、『世界を目指す技術・アイディア（ビジネスプラン）』を全国か

ら募集します。 

本事業は、札幌市内を中心に開催されるコンベンション「No Maps」(2018)の連携事業として実施

します。 

本事業は、技術シーズの事業化を目指している中小・ベンチャー企業等（起業前を含む）を支援す

るためのプログラムであり、専門家による助言・指導や、ピッチコンテスト及びマッチング機会の提

供等を行います。新たな技術・アイディアを全国・世界に発信するとともに、これらの取組を通じ

て、北海道から新しく大きな価値を生み出していくことを目指します。 

北海道には、豊富な資源や土地といった魅力がある一方で、全国を上回るスピードで進展する人

口減少・高齢化による深刻な労働力不足等の課題等を抱えています。こういった魅力の向上また

は課題を解決するための、「新技術」と斬新な「アイディア」を融合させたビジネスプランを全国か

ら集め情報発信等することにより、地域経済の活性化、新規産業・雇用の創出につなげていきま

す。 

事業の流れ 

一次審査と本選審査で構成されます。一次審査の事務は（株）日本総合研究所（NEDO 委託先）

が実施します。 

1. 一次審査：書面審査通過者は集合研修「シリコンバレー流起業塾」を受講し、TCP メンタ

ーによる個別指導を受けながら、ビジネスプランをブラッシュアップし、本選審査会に出場 

2. 本選審査：本審査はピッチでのコンテストを行います。 

募集要項 

応募要件 

https://no-maps.jp/


次に示す 1.～2.の条件を全て満たす者とします。 

1. 具体的な技術シーズを活用し、それに基づく事業構想を有する中小・ベンチャー企業等で

あって、我が国の経済活性化に寄与すると認められる応募内容であること。 

2. 起業していない個人・研究者・研究チームから、起業後概ね 10 年程度までを対象とす

る。 

対象技術分野 

ロボティクス、AI、エレクトロニクス、IoT、クリーンテクノロジー、素材、医療機器、ライフサイエン

ス、バイオテクノロジー技術、航空宇宙等の「技術」を活用するビジネスプランであること 

審査基準 

 技術シーズの事業化の可能性が高いこと 

 顧客ニーズを意識したビジネスプランであること 

 将来性・実現可能性が高いこと 

 事業化に対する情熱・熱意を有していること 

 社会性を有していること 

応募者への特典 

1. 応募者への特典 

 応募フォームを事前提出した希望チームには、ビジネスプランについて専門家による

助言（添削） 

2. 一次審査（書面審査）通過者への特典 

 ピッチコンテストでのプレゼン発表をより効果的なものにするため、集合研修「シリコ

ンバレー流起業塾」への参加、専門家による個別のプレゼン指導等 

3. 優秀者への特典 

 条件を満たすチームに、東京で開催される「NEDO TCP 最終審査会」参加権及び

「起業家万博（全国大会）」への挑戦権を付与 

 NEDO が実施するシリコンバレー研修・イベントへの応募資格付与、海外（仏）イベン

トへの渡航支援（一部）※ 

※NEDO TCP ファイナリストに選出、かつ、別途 Hello Tomorrow GLOBAL 

CHALLENGE に応募の上、Top500 に選出されたチームが対象。  



主なスケジュール 

ビジネスプランの募

集開始 
平成 30 年 6 月 29 日（金） 

添削希望者提出期

限 
平成 30 年 8 月 8 日（水）17:00 

募集締切 平成 30 年 8 月 22 日（水）17:00 

一次審査（書面審

査）結果通知 
平成 30 年 8 月 27 日（月） 

集合研修 

平成 30 年 9 月 8 日（土）（札幌市内で終日開催） 地震の影響のた

め中止  

平成 30 年 10 月 6 日（土）（札幌市内で終日開催） 

個別メンタリング 平成 30 年 9 月 8 日（土）以降実施 

ピッチコンテスト 平成 30 年 10 月 11 日（木） 

ピッチコンテストの開催概要 

 【日時】平成 30 年 10 月 11 日（木）13:30～ 

 【場所】KRAPS HALL（札幌市中央区南 4 条西 6 丁目 5 番） 

 【出場定員】11 チーム 

 【表彰】No Maps NEDO Dream Pitch 及び起業家万博それぞれの基準で設定します。 

参加チーム（受け付け順） 

Xander ICT・IoT ビジネスリーンスタートアップ活性化プロジェクト 



BioARC（株） 
体に埋めて吸収置換される日本発世界初の接着粘着材料「リン酸

化プルラン」 

ボーダレス・ビジョン（株） 言葉の壁を越えて人々を繋ぐ「Kizuna Web 通訳コール 

（株）リッジワークス aimo Sense-f で医療機器の異常監視、そして安全な療養生 

（株）TransRecog 
世界初、重ね書きメモアプリ AxelaNote と AI による教育生産性向

上 

MI-6（株） 
AI 等を活用した材料開発の効率化（マテリアルズ・インフォマティク

ス） 

（株）LOAD&ROAD IoT ティーポット teplo で実現する食のパーソナライゼーション 

（株）ポーラスター・スペー

ス 
超高精度スペクトル計測による農業課題解決型事業 

（株）バーナードソフト AI によるリアルタイム音監視システム エスカレイド 

（株）ロジカル 宿泊施設内データ価値を高める、統合データベース導入事業 

（株）Hokkaido 

Products 
ヘルスケアフードテックが世界中の栄養格差を是正する。 

表彰 

No Maps NEDO Dream Pitch 及び起業家万博それぞれの基準で設定します。 

留意事項 



 “No Maps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博の参加費用は無料です。また、遠方から

参加する場合には、事務局規定に基づき交通費や宿泊費について負担する場合がありま

す。 

 一部交流会参加費や飲食費用に関しては参加者負担となります。 

 本プログラムへの参加者は、後日報告会等にご出席をお願いすることがあります。 

 本事業終了後、本事業の成果についての追跡調査・評価・特許等の取得状況及び事業化状

況調査に御協力いただきます。 

 応募フォームは本事業の参加者選定のためにのみ用い、厳重に管理します。取得した個人

情報は審査に利用しますが、特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用す

ることがあります。御提供いただいた個人情報は、上記の目的以外で利用することはありま

せん。（法令等により提供を求められた場合を除きます。） 

参考 

NEDO Technology Commercialization Program（TCP） 

技術を基に起業して事業を大きく拡大させたいと考えている起業家、起業家予備群、起業意識の

ある研究者等を対象に、ピッチコンテストと研修・個別メンタリング等を組み合わせたプログラムを

提供します。 

No Maps NEDO Dream Pitch は、NEDO TCP と連携して実施し、対象要件に合致するチーム

の中から「NEDO TCP 賞」を選定します。 

選定されたチームには、平成 31 年１月の NEDO TCP 最終審査会への出場資格を付与します。 

URL: http://nedo-tcp.jp/NEDO_TCP/ 

起業家万博 

No Maps NEDO Dream Pitch は、総務省や NICT が主催する起業家万博と連携して実施し、対

象要件に合致するチームの中から「北海道起業家万博賞」を選定します。選定されたチームは、

平成 31 年 3 月の起業家万博全国大会の挑戦権を獲得します。 

 

 

http://nedo-tcp.jp/NEDO_TCP/

