
 

2020年1月22日 

大阪科学・大学記者クラブ、行政機関広報担当 各位 

（同時資料提供＝大阪経済記者クラブ会員、大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ） 
 

～登壇する起業家が決定しました！～ 

「U-25 kansai pitch contest vol.3 関西若手起業家ピッチコンテスト」の開催について 
 

 

 

○ 大阪工業大学と大阪商工会議所が設置・運営する都心型オープンイノベーション拠点Xport（呼

び名＝クロスポート、事務局＝大阪商工会議所)は、インキュベーション施設 billage OSAKA(ビ

レッジ オオサカ)の企画・運営を行う株式会社 MJE、大阪商工会議所、近畿経済産業局とともに、

25歳以下の若手起業家対象のピッチイベント「U-25 kansai pitch contest Vol.3 関西若手起

業家ピッチコンテスト」を2月19日（水）に開催します。 

○ 本イベントでは、関西を拠点とする若手起業家8人が登壇し、ベンチャーキャピタルや大企業の

担当者ら審査員に向けて、1社5分以内で自社サービスを紹介します。登壇者は、ヴィーガン料

理のレシピ投稿サイトを運営する起業家、脳波の計測データを活用してスポーツ選手の空間認

知能力を向上させることを目指す起業家、ミレニアル世代のメイク男子の悩みを解決すべくメ

ンズメイク関連のサービスを展開する起業家、ブロックチェーン技術を用いて組織運営を手助

けするアプリの開発を手掛ける起業家など、多種多様な分野からの新進気鋭の起業家です。 

○ ピッチプレゼンのほか、「地域における若手起業家とオープンイノベーション」をテーマとする

トークセッションも実施。本拠点メンターの足立崇彰氏（パナソニック株式会社 主幹）がモデ

レーターを務めます。 

○ Xportは、大企業、中堅・中小企業、スタートアップ、社会人、学生等の多様な主体がオープン

イノベーションを通じて課題解決、新規事業創出を行うためのマッチング支援、産学連携による

人材育成等のさまざまなプログラムを実施する拠点。2018 年 4 月に、大阪工業大学梅田キャン

パス（茶屋町）8階のロボティクス＆デザインセンターに開設しました。今回のイベントは本拠

点のネットワーキングプログラムの一環として開催します。 

【開催概要】 

１. 日 時：2020年2月19日（水）15：00～21：00 

２．場 所：大阪工業大学 梅田キャンパスOIT梅田タワー 常翔ホール（大阪市北区茶屋町1-45） 

３．プログラム：15:00～15:30 オープニング 

15:30～17:45 ピッチプレゼン 

17:45～18:30 トークセッション 

18:30～20:00 結果発表 

20:00～21:00 懇親会 

       ※登壇者等の詳細については、「添付資料１」をご覧ください。 

４．参加費：無料 

５．定 員：500人（事前申込制） 

６．取 材：取材をご希望の場合は下記「問合先」までご連絡ください 

７．問合先：株式会社MJE 柿木原 TEL：090-6975-0362 

以 上 

【添付資料】 

資料１：株式会社MJEの本件に関するプレスリリース資料 

資料２：「U-25 kansai pitch contest vol.3 関西若手起業家ピッチコンテスト」ちらし 

記者配布資料 

【お問合せ】大阪商工会議所 産業部(竹中・玉川) 

TEL０６－６９４４－６３００ 
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報道関係者各位 

株式会社 MJE プレスリリース 

2020 年１月 22 日 

 

 

 

 

 

インキュベーション施設 billage OSAKA(ビレッジ オオサカ)の企画・運営を行う株式会社 MJE は 2020 年 2

月 19 日(水)に開催する、25 歳以下の若手起業家を対象としたピッチイベント「U-25 kansai pitch contest 

vol.3」に出場する起業家を発表しました。 

本イベントでは、関西を拠点とする若手起業家 8 名が登壇し、ベンチャーキャピタルや大企業の担当者ら審査

員に向けて、1 社 5 分以内で自社サービスを紹介します。出場者には、ヴィーガン料理のレシピ投稿サイトを運

営する起業家、ブレインテックでスポーツ選手の空間認知能力を向上させることを目指す起業家、ミレニアル

世代のメイク男子の悩みを解決すべくメンズメイク関連のサービスを展開する起業家、ブロックチェーン技術

を用いて組織運営を手助けするアプリの開発を手掛ける起業家など、多種多様な分野から新進気鋭の起業家を

選出。 

 

 

＜ピッチイベント概要＞ 

【名 称】U-25 kansai pitch contest vol.3（関西若手起業家ピッチコンテスト） 

【日 時】2 月 19 日（水）15：00～21：00 

【会 場】常翔ホール(大阪工業大学 梅田キャンパス OIT 梅田タワー) 大阪市北区茶屋町 1-45 3F 

【定 員】500 名（参加費 無料） 

【主 催】billage OSAKA（株式会社 MJE）    

【共 催】近畿経済産業局、大阪商工会議所、都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 

【後 援】大阪府、大阪市、関西経済連合会、関西経済同友会、新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支

部、中小企業基盤整備機構 近畿本部、日本政策金融公庫、日本貿易振興機構(ジェトロ) 大阪本部、

関西情報センター、組込みシステム産業振興機構 

【協 力】大阪スタートアップ・エコシステム推進会議（大阪産業局・大阪府・大阪市・堺市・近畿経済産業

局・関西経済連合会・大阪商工会議所・関西経済同友会）、関西大学 梅田キャンパス、関西学院大学 

研究推進社会連携機構、京都大学産官学連携本部、神戸大学、奈良工業高等専門学校、御堂筋まちづ

くりネットワーク 

 

■U-25 kansai pitch contest とは  https://u25.billage.space/ 

関西若手起業家の発掘と育成をテーマとしたピッチコンテスト U-25 kansai pitch contest を開催。25 歳以下の

起業家によるピッチプレゼン、ベンチャーキャピタルや新規事業担当者による審査やトークセッション他、出

場者、審査員、参加者を交えた懇親会を実施。本イベントは毎年 2 月と 8 月に定期開催を予定しており、プレ

イベントとなる vol.0 大会を 2018 年 11 月 14 日に開催後、vol.1・vol.2 を実施。また、2019 年 9 月 6 日には初

の東京開催し関西のスタートアップを全国に発信しました。 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社 MJE 担当：柿木原 

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3 大阪センタービル 6F 

TEL：090-6975-0362 MAIL：a.kakihara@mjeinc.co.jp 

 

U-25 kansai pitch contest vol.3 (関西若手起
業家ピッチコンテスト)に出場する起業家を発表 

【日時】2/19（水）15：30～21：00 【会場】大阪工業大学 梅田キャンパス OIT 梅田タワー（常翔ホール） 

・国内最大級のピッチイベントが大阪で開催。エントリー数も会場規模も過去最大。 

・関西若手起業家の登龍門となるイベント。登壇する 8 名の学生起業家が決定。 

・近畿経済産業局、大阪商工会議所、都心型オープンイノベーション拠点「Xport」が共催。 

 

 

 

 

 

本件 

概要 

取材について 

取材やイベントに関するお問い合わせは、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡お願い致します。なお、

当日はイベント会場受付までお越しください。記者の方はご自由に入退場が可能です。 

 

～関西の次代を担う有望な若手起業家を発掘～ 

https://u25.billage.space/
mailto:a.kakihara@mjeinc.co.jp
ryo-takenaka
テキストボックス
資料１
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■登壇する若手起業家一覧 ※氏名 50 音順、敬称略 

伊崎 遼太郎（Riders Game 代表） 

関西学院大学在学。中学生でスケートボードを始め、その自由な魅力に触れ、スケーターが抱える課題を解

決するサービスを立ち上げるためにプログラミングを学ぶ。開発中のアプリ『Riders Game（ライダーズ 

ゲーム）』は、スケートボーダー同士で技の完成度を競い合いながら、報酬の獲得/コミュニティ形成/学習が

できる動画共有アプリサービス。プロ・アマは大会に参加して知名度や報酬を獲得でき、初心者はスキルア

ップを目指せる。 

 

上岡 耕太朗（株式会社 Gude CEO） 

立命館大学在学。自らの経験から機会損失が生まれるという課題を感じ、2018 年に起業。F ventures 主催の

第 6 回 TORYUMON にて優勝。また、運営していた SNS 総合情報 Web メディアを事業売却。現在は、ミレ

ニアル世代のメイク男子向けに、プチプラのメンズメイク用品の開発・販売や分散型メディア『Menk（メン

ク）』を手掛けている。 

 

工藤 柊（ブイクック 代表） 

神戸大学在学。2016 年からヴィーガン実践開始。当事者として世知辛さを感じ、同じ悩みを抱える人が多く

いることを知り、ヴィーガンを実践しやすい環境を整える活動を始める。2019 年 7 月、植物性 100%のヴィ

ーガン料理に特化したレシピ投稿サイト『ブイクック』をリリース。投稿・検索・保存・コメント等ができ

る。現在「レシピ数 650 件以上」「ユーザー数 4,700 人以上」「Instagram フォロワー10,000 人以上」を達

成。 

 

桑原 達雄（株式会社 PHI 共同代表） 

近畿大学在学。中国帰国子女。16 歳で情報端末を扱う会社を起業。現在、友人らと 2 社目を起業。オンライ

ンで組織運営のためのガバナンスツール『GUILD（ギルド）』を、ブロックチェーン技術を応用して開発中。

これによって、フラットな組織運営と、メンバー個々の力を高いモチベーションで最大限引き出すことを可

能にする。ビジョンを中核に置いた離散集合的な働き方を提案し、より人間らしく働ける持続可能な社会を

目指している。 

 

関口 颯（株式会社 MoguMe 代表） 

関西学院大学在学。ペットの食を再定義し、食を通じて家族がもっと繋がる社会の実現を目指して、株式会

社 MoguMe を創業。手作りミールキット『12food（わんにゃんふーど）』の販売を行う。犬猫の個体情報を

もとに、栄養価・カロリーをカスタマイズした手作りペットフードのレシピと食材を届けるサービス。獣医

師監修のレシピは、AFFCO 基準をクリア。サブスクリプションとしての定期販売と、ギフトや記念日として

の単発販売を行う。 

 

藤井 航平（QUON CEO） 

京都大学在学。大学入学後、ブロックチェーン関連の会社 LCNEM 勤務や企業分析サークル T ゼミ活動を行

う。開発中のサービス『QUON（クオン）』は、学生が単位情報集めや、日々の活動のアウトプットをするた

めに使う SNS。役に立つ高品質・高信頼性の投稿や投稿者にはトークンが配布されるため、企業はそれに基

づいて学生の情報（信用スコア）を取得できる。今後、学生が ES や履歴書を何度も送らなくてもよいサー

ビスも実装予定。 

 

村上 友哉（株式会社 Shoeber 代表） 

兵庫県立大学在学。「足元から明日を変える」を理念に株式会社 Shoeber を創業。日本が世界に誇る靴磨き

の技術を通して、使えなくなった革靴を再生するサービスを手掛ける。職人には仕事を生み出し、中古革靴

には価値を生み出す。現在、リユース市場にて唯一伸びていない中古靴市場の創出を目指す。靴磨きを学べ

る WEB サイト『靴磨き製作所』は総 PV 数 30 万回突破。5 つ星ホテルの靴磨き店運営、神戸・大阪での出

張靴磨きサービスも行う。 

 

村田 圭佑（Ghoonuts 代表） 

京都外国語大学在学。塾講師経験から、考えをダイレクトに伝える手段としてブレインテックに興味を持

ち、英語力を生かして貢献すると決意。現在、脳に電気刺激を与えることでスポーツにおいて必要不可欠な

空間認知能力を向上させるデバイスを開発中。スポーツトレーニングにおいてこれまで向上させる手段がな

かった、空間認知能力をこのデバイスによって鍛えることで、アスリートの成績を限界突破させることを目

指す。 
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■審査員一覧 ※企業名 50 音順、敬称略 

企業名 氏名 

XTech Ventures 株式会社 安岡 浩太 

株式会社 KVP 萩谷 聡 

株式会社サイバーエージェント・キャピタル 北尾 崇 

THE SEED 廣澤 太紀 

株式会社サムライインキュベート 坪田 拓也 

株式会社ゼロワンブースター 川島 健 

DMM VENTURES 長南 佑輔 

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 岸 裕一郎 

 

■企業審査員一覧 ※企業名 50 音順、敬称略 

企業名 氏名 

伊藤忠商事株式会社 光信 博雄 

サントリーホールディングス株式会社 鈴木 雄一 

大和ハウス工業株式会社 藤井 将朗 

東和薬品株式会社 天野 雄介 

パナソニック株式会社 足立 崇彰 

阪急阪神不動産株式会社 河目 浩樹 

りそなグループ 株式会社みなと銀行 宮廻 弘 

（企業審査員からは「企業賞」あり） 

 

■トークセッション登壇者 

テーマ「地域における若手起業家とオープンイノベーション」 

廣澤 太紀 氏：THE SEED General Partner 

坪田 拓也 氏：株式会社サムライインキュベート Manager Investment Group 

長南 佑輔 氏：DMM VENTURES 経営企画室 事業戦略グループ グループリーダー 

岸 裕一郎 氏：株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 総合企画室 コーポレートベンチャーキャピタル担当 

足立 崇彰 氏（モデレーター）：都心型オープンイノベーション拠点「Xport」 メンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※取材やイベントに関するお問い合わせは、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡お願い致します。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社 MJE 担当：柿木原 

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 4-1-3 大阪センタービル 6F 

TEL：090-6975-0362 MAIL：a.kakihara@mjeinc.co.jp 

▲過去イベントの様子 ▲今回の会場となる 

大阪工業大学 梅田キャンパス OIT 梅田タワー(常翔ホール) 

mailto:a.kakihara@mjeinc.co.jp


関西の起業家の発掘や資金調達を後押しするために、関西若手起業家の登竜門とな
るピッチコンテストを開催いたします。コンテストでは、VCや大企業の担当者に対して
出場者に事業紹介を行っていただき、その中から優秀な若手起業家を決定します。プ
レゼン後には、審査員によるトークセッションや、出場者・審査員・観覧者を交えた懇
親会も予定しています。

U-25
KANSAI
PITCH
CONTESTとは？

u25関西ピッチ 検索

[会場]大阪工業大学 梅田キャンパス OIT梅田タワー(常翔ホール)
[所在地] 大阪市北区茶屋町1-45 3F
[特設サイト] https://u25.billage.space

観覧者定員500名　要申込　参加無料

観覧者募集中!2020.2.19 [ wed ]
15:00～21:00
EVENT DATE

会場：大阪工業大学 梅田キャンパス OIT梅田タワー(常翔ホール)　参加費：無料

出場者は25歳以下の若手起業家だけ。これから起業
する挑戦者を企業や投資家等と結びつけることで、
若手起業家の成長を支援します。

若手起業家限定

審査員には、VCや大企業の担当者、先輩起業家など
が参加。トークセッションや懇親会の機会を提供し、
起業家の資金調達を後押しします。

VC・大手企業も参加

毎年2月と8月に開催予定。審査員に対して１社５分
間のピッチプレゼンを行い、最優秀賞や企業賞を決
定します。

毎年2回開催

観覧者募集中！

起業家や投資家

起業に興味のある学生

企業の新規事業担当者

スタートアップ関係者

応募資格

25歳以下であること

事業プランを実行する意思を持っていること

関西在住であること

資本金2000万円以下であること

起業2年以内であること

応募フォームにて出場申込みを提出していること

2月 8月&

KANSAI
PITCH
CONTESTU-25

関西若手起業家ピッチコンテスト

主催：billage OSAKA（株式会社MJE）　　共催：近畿経済産業局、大阪商工会議所、都心型オープンイノベーション拠点「Xport」
後援：大阪府、大阪市、関西経済連合会、関西経済同友会、新エネルギー・産業技術総合開発機構 関西支部、中小企業基盤整備機構 近畿本部、

日本政策金融公庫、日本貿易振興機構(ジェトロ) 大阪本部、関西情報センター、組込みシステム産業振興機構
協力：大阪スタートアップ・エコシステム推進会議（大阪産業局・大阪府・大阪市・堺市・近畿経済産業局・関西経済連合会・大阪商工会議所・関西経済同友会）、
関西大学 梅田キャンパス、関西学院大学 研究推進社会連携機構、京都大学産官学連携本部、神戸大学、奈良工業高等専門学校、御堂筋まちづくりネットワーク

ご参加には、WEBにて事前
登録が必要となります。

推薦ネットワーク　　　                                                          （五十音順）

他

事前登録受付中  

ロゴ組バリエーション

■ 拠点名入り（おおさか）
　 ヨコ組

■ 拠点名入り（おおさか）
　 ヨコ長組

■ 拠点名入り（おおさか）
　 タテ組

5
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人間性（応援したい、投資したい起業家か）

課題感（課題が存在しているか、課題の掘り下げは十分か）

市場性（市場における明確なニーズ・需要が見込まれるか）

新規性・独創性（アイデアの特徴、競争力があるか）

将来性（継続的な提供、将来に向けて発展していくか）



 

 

 

  

受付開始

オープニング

ピッチプレゼン

トークセッション

結果発表

懇親会

終了

14:15

15:00

15:30

17:45

18:30

20:00

21:00

タイムスケジュール

審査項目

※上記スケジュールは予告なく変更となる場合がございます。 ＊各項目5点満点の総合25点満点で評価

U -25  KANSAI PITCH CONTEST vol.3  ///
U-

25
 KA

NS
AI

 PI
TC

H C
ON

TE
ST

 vo
l.3

  //
/

関西在住の若手起業家(U-25) の資金調達や志を共にする仲間の発掘を後押しす
るために開始したピッチコンテストです。ベンチャーキャピタルや大企業の新規事
業担当者等に向けた事業紹介を通して、資金調達の可能性を高める場になってい
ます。今回の舞台は、大阪工業大学 梅田キャンパス OIT梅田タワー（常翔ホール）。
初開催から1年で日本最大級規模の若手ピッチイベントになりました。 本イベント
は毎年2月と8月に定期開催を予定しており、プレイベントvol.0を2018/11/14に、
vol.1を2019/2/13に、vol.2を2019/8/5、東京大会を2019/9/6に実施しました。

◀ 

今
回
の
会
場
内
観

2020.2.19 [ wed ] 15:00～21:00
EVENT DATE

ご参加にはWEBにて事前登録が必要になります。

Googleフォームから
お申し込みください。

※観覧希望の方についても、
こちらからご確認ください。

出場希望のお申し込みはこちら

【応募締切】
2020年1月10日（金）まで

イベント詳細はこちら

【会場】 OIT梅田タワー
【日時】 2020年2月19日 
　　　 15:00～20:45

阪
急
電
車 

大
阪
梅
田
駅

JR大阪
駅

御
堂
筋
線 

梅
田
駅

グランフロント
南館

うめきた広場

ヨドバシカメラ

ヤンマー/
ユニクロ

NU茶屋町

阪急三番街

阪急32番街

HEP FIVE

HEP ナビオ

阪急うめだ本店

大阪工業大学
梅田キャンパスAC

CES
S

賞の種類

審査員 (五十音順)

企
業
賞

伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事賞
サントリーホールディングス株式会社

サントリー賞
大和ハウス工業株式会社

大和ハウス賞
東和薬品株式会社

東和薬品賞

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産賞
パナソニック株式会社

パナソニック賞
りそなグループ

りそなグループ賞

最優秀賞
合計得点が最も高かった
登壇起業家に授与

優秀賞
合計得点が2番目に高かった

登壇起業家に授与

安岡 浩太 氏 萩谷 聡 氏 北尾 崇 氏 廣澤 太紀 氏 坪田 拓也 氏 川島 健 氏 長南 佑輔 氏 岸 裕一郎 氏

藤井 将朗 氏 天野 雄介 氏鈴木 雄一 氏 足立 崇彰 氏 宮廻 弘 氏河目 浩樹 氏

企
業
審
査
員 光信 博雄 氏

審査員によるトークセッションTALKSESSION

地域における若手起業家とオープンイノベーション
  起業が地域にもたらす効果や大学との関係　  若手起業家から見るオープンイノベーションの現実
  大企業がスタートアップに期待すること　など


