
※受付は13:00～

日時

場所

令和元年
10月16日(水)13:30～

ACU-A
札幌市中央区北4条西5丁目
アスティ45 16F

会費 無料

当日プログラム

“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博は
具体的な技術シーズ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が

自らのビジネスプランを発表するピッチコンテストです。

“NoMaps
  NEDO
  Dream Pitch” 
   with 起業家万博

NoMaps 連携事業



“NoMaps NEDO Dream Pitch”  with 起業家万博について

スケジュール

ビジネスプラン
募集期間
2019年6月17日(月)
　　  ～8月21日(水)

一次審査
2019年8月26日(月)
※書面審査、結果通知

2019年9月7日(土)以降
個別メンタリング実施

”NoMaps NEDO Dream Pitch”
 with 起業家万博
2019年10月16日(水)13:30～18：00

NEDO TCP 二次審査会
2019年12月16日(月)-17日(火)
NEDO TCP賞受賞チームが出場予定

＜表彰＞
最優秀賞／優秀賞／審査員特別賞／NEDO TCP賞
NICT賞（北海道起業家万博賞）／NoMaps賞
Mt.Fujiイノベーションエンジン賞／オーディエンス賞

NICT賞（北海道起業家万博賞）受賞チームが挑戦権獲得

起業家万博（全国大会）
2020年3月5日(木)

集合研修
2019年9月7日(土)
※札幌市内で終日開催

※１
NEDO Technology Commercialization Program（NEDO TCP）は、技術シーズの事業化やそのプロセスに
関心を有する国内の大学・研究機関等に在籍する研究員、大学院生、学部生であって、将来起業することを視野に
入れている方を対象に、ビジネスプラン作成のための研修と、ビジネスプラン発表の機会を提供するプログラム。
“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博は、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、2019年12月のNEDO TCP二次審査会への出場
資格を付与します。

※２
総務省やNICTが主催する起業家万博は、“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 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「NICT賞（北海道起業家万博賞）」を選定
します。選定されたチームは、2020年3月の起業家万博全国大会の挑戦権を獲得します。
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“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博は、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支援するための
プログラムです。本プログラムは、札幌で開催されるクリエイティブコンベンション「NoMaps 2019」の
中で開催されます。 

など起業の第一歩に向けたあらゆる機会をご提供します。

最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞のほか、対象要件に合致するチームには、
全国大会に繋がる表彰を授与いたします。（NEDO TCP賞／NICT賞（北海道起業家万博賞））
また、優秀なチームには事業拡大に向けた取組を支援します。

技術シーズの事業化に必要な知識を提供する研修の実施
専門家によるビジネスプランの作成支援・メンタリング
ビジネスに結び付けるための大企業・ベンチャーキャピタル等へのビジネスプラン発表、ネットワーキング、マッチング

【会場】

ACU-A
札幌市中央区
北4条西5丁目
アスティ45 16階



株式会社BREAKTHROUGH

株式会社ファーストコネクト

リセットカンパニー株式会社

北海道マリンイノベーション株式会社

チーム：LINAS

ゼロスペック株式会社

株式会社MILE SHARE

株式会社RAINBOW

ティ・アイ・エル株式会社

株式会社FP-MYS

５ミリ雪プロジェクト

株式会社RESA

株式会社BREAKTHROUGH

株式会社ファーストコネクト

リセットカンパニー株式会社

北海道マリンイノベーション株式会社

チーム：LINAS

ゼロスペック株式会社

株式会社MILE SHARE

株式会社RAINBOW

ティ・アイ・エル株式会社

株式会社FP-MYS

５ミリ雪プロジェクト

株式会社RESA

株式会社ポーラースター・スペース株式会社ポーラースター・スペース

プログラム

参加チーム(発表順)

※参加チームは変更になる場合がございます

13：30　 　主催者挨拶
13：40　 　趣旨説明・審査員ご紹介
13：50　　 参加チームによるピッチ（１）
　　　　  　（途中休憩）
15：10　　 参加チームによるピッチ（２）
16：10　 　昨年度優秀チームによる講演
17：00　　 表彰式、講評
17：25　 　閉会・ネットワーキング

13：30　 　主催者挨拶
13：40　 　趣旨説明・審査員ご紹介
13：50　　 参加チームによるピッチ（１）
　　　　  　（途中休憩）
15：10　　 参加チームによるピッチ（２）
16：10　 　昨年度優秀チームによる講演
17：00　　 表彰式、講評
17：25　 　閉会・ネットワーキング ※上記の時間は目安です。スケジュールどおりの進行にご協力をお願いします

林業における電波圏外下での位置情報共有ソリューション

プロの口コミで歯医者が探せるサービス『プロレコ』

様々な雪問題を解決する無人除雪(洗浄)ロボット

北大ガゴメ®からの高品質フコイダン抽出とバリューチェーン構築

組込マイコン用のAIアクセラレータ：FPGA2I(FPGA AI)シールド

データから新たな価値を社会に提供 

シェアリングフライトという新たなる選択肢　MILE SHARE

自家骨髄幹細胞で脳を治す

AI Road heating optimizer

相続・贈与プラットフォーム　レタプラ

パウダースノーを再現する人工降雪システムの開発事業

賃貸物件の価値算定・市場ニーズ分析「満室ナビ」
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●株式会社ポーラスター・スペース
●BioARC株式会社

昨年度優秀チーム
北大発ベンチャー。スマホ一体形分光器などを用いて地上で植生や海洋、土壌
などの精密なスペクトルライブラリーを作成することで、 超小型衛星やドローン
を用いた広域リモートセンシングによる農業、漁業、防災分野などでの課題解
決に貢献することを目指す。

BioARC株式会社BioARC株式会社
北海道大、岡山大、東北大、名古屋大の研究シーズを活用して設立した、四大学
発ベンチャー企業。
体に埋めて吸収置換される世界初の接着粘着材料「リン酸化プルラン」を開発。
高機能医療製品の実用化と低侵襲医療の実現に向けて、国の様々な支援を受
けながら開発を進めている。



北海道大学に勤務の後、1995年7月札幌市内にてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社を設立。世界各国に100数社の提携先を持ち、3000万件以上の
サウンドコンテンツは世界でも最大級。DTMソフトウエア、音楽配信アグリゲーター、3DCG技術など、音を発想源としたサービス構築・技術開発を日々進めている。
「初音ミク」の開発会社としても知られている。北海学園大学経済卒。NoMaps実行委員長、北海道情報大学客員教授も兼任。2013年に藍綬褒章を受章。

▶http://www.crypton.co.jp/

北海道大学に勤務の後、1995年7月札幌市内にてクリプトン・フューチャー・メディア株式会社を設立。世界各国に100数社の提携先を持ち、3000万件以上の
サウンドコンテンツは世界でも最大級。DTMソフトウエア、音楽配信アグリゲーター、3DCG技術など、音を発想源としたサービス構築・技術開発を日々進めてい
る。「初音ミク」の開発会社としても知られている。北海学園大学経済卒。No Maps実行委員長、北海道情報大学客員教授も兼任。2013年に藍綬褒章を受章。

▶http://www.crypton.co.jp/

審査員紹介(敬称略・五十音順)

伊藤 博之
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 代表取締役/NoMaps実行委員会 委員長

小笠原 治
株式会社ABBALab 代表取締役/さくらインターネット株式会社 フェロー/京都造形芸術大学教授

各務 茂夫(審査委員長)
国立大学法人東京大学 産学協創推進本部イノベーション推進部長 教授

里見 英樹
株式会社メディア・マジック 代表取締役

田中 慎也
BIJIN＆Co.株式会社 代表取締役社長

廣川 克也
一般財団法人SFCフォーラム 事務局長/SFCフォーラムファンド ファンドマネージャー

1971年京都市生まれ。さくらインターネット株式会社の共同ファウンダーを経て、ネット系事業会社の代表を歴任。2011年、株式会社nomadを設立しスタート
アップ支援事業を軸に活動。2013年、株式会社ABBALabとしてIoTスタートアップのプロトタイピングに特化した投資事業を開始。同年、DMM.makeのプロ
デューサーとしてDMM.make 3Dプリントを立上げ、2014年にはDMM.make AKIBAを設立。2015年からエヴェンジェリスト。同年、さくらインターネット
にフェローとして復帰。2017年より、京都造形芸術大学教授に就任。同年、社会実装を目的とした研究開発組織mercari R4Dのシニア・フェローに就任。他、経済
産業省 IoT推進ラボ 審査委員、データポータビリティに関する検討会委員、福岡市スタートアップ・サポーターズ理事等。

▶http://abbalab.com

一橋大学商学部卒、スイスIMD経営学修士(MBA)、米国ケースウェスタンリザーブ大学経営学博士。ボストンコンサルティンググループを経て、コーポレイト
ディレクション(CDI)の設立に参画。2004年東京大学産学連携本部 教授・事業化推進部長に就任。2013年から現職。大学発ベンチャー支援、起業家教育等に
取り組む。日本ベンチャー学会副会長・理事、日本ベンチャー学会第1回松田修一賞受賞(2015年)。
NPO法人アイセックジャパン代表理事・会長。

▶http://www.ducr.u-tokyo.ac.jp/

小樽商科大学大学院修了（アントレプレナーシップ専攻）、経営管理修士（MBA）。株式会社南興ビル、有限会社ダット（現ダットジャパン株式会社）勤務を経て、
1996年株式会社メディア・マジック設立、代表取締役。同社では、モバイルソリューションの研究開発活動から誕生したサイト運営ツール「ケータイスタジオ」
及びユーザーとのリレーションを最重要視した魅力あるサイトやスマホアプリの配信・運営を中心に、顧客価値創造の最大化を推進している。昨今はバス
ロケーションサービス「バスキタ！」といった生活密着型アプリの提供も行っている。
現在、（一社）北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会会長、（一社）北海道情報システム産業協会（HISA）副会長、（一社）北海道IT推進協会副会長、札幌商工
会議所議員情報部会副部会長（国際経済交流委員）等各種役員を務める。
▶http://www.mediamagic.co.jp/　▶http://hmcc.jp/

1977年北海道生まれ。1999年に株式会社ビーコミュニケーションズを設立。2010年、美人時計の事業を買収し現職。従来のエンタメ系事務所とは異なるデビュー
のきっかけを提供し、地方に潜在するモデル・タレント等の志望者を顕在化。2016年、エンタメ業界に特化したデジタル・キャスティングサービス「CLOUDCASTING」を
リリース。これまで属人的だった業務をシステム化することでキャスティングにイノベーションを起こすべく、全国のキャスト(モデル・タレント・インフルエンサー・
実演家等)には“活躍の機会”を、依頼者となるクライアントには“新たな才能との出会いと付加価値”を提供。2018年、業界で初となる“AIによるタレントやモデル
の報酬自動算出システム”を実装し、これまで属人的で不透明だった報酬の参考水準を、オファーを受けるキャスト本人の実績やプロフィール情報、市場での平均相
場など独自DBからAIが自動的に算出。エンタメ業界で活躍する個人事業主や芸能プロダクションに対してマッチングの効率化、報酬の最適化等を図っている。国立
研究開発法人情報通信研究機構(NICT)のICTメンタープラットフォーム メンターとしてICTベンチャー支援にも取り組んでいる。
▶http://www.bijin-co.jp/　▶https://cloudcasting.jp/

北海道岩見沢市出身。三井住友銀行、北海道大学を経て、慶應義塾大学インキュベーションマネージャーとして着任、起業支援、起業教育を担当。2012年より
一般財団法人SFCフォーラム設立、事務局長就任。2017年よりSFCフォーラムファンド設立、ファンドマネージャー就任。
海外学生ビジネスコンテストにアドバイザーとして参加、2009年、2010年にはGlobalTic＠台湾でアジア最優秀賞、2009年I2P Global Competition では
チームを世界一に導く。2011年より米国大使館と連携して全国の学生を対象にした起業家セミナーを開催、1,500人以上の学生のサポートを実施。神奈川県、
山口県、山梨県、横浜市、藤沢市、小林市(宮崎県)、帯広市、函館市などと連携した起業・地域活性・人材育成に関するセミナー等を多数手がける。NEDO SUI
メンター/カタライザー、IPA認定メンター、日本総研未来2018認定メンター、山形大学客員准教授など。
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“NoMaps NEDO
Dream Pitch”

with 起業家万博

参加チーム紹介
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株式会社BREAKTHROUGH

林業における電波圏外下での位置情報共有ソリューション

実務に特化した林業専用ICTプラットフォーム。オフラインマップ・位置情報共有による安全管理・効率化を目指します。

https://break-through.biz/
代表者：北原健太郎
メール：kitahara@break-through.biz

林業の作業現場の現状とICT化への取り組み
日本の国土の７割が斜面であることや地形条件等により、一般的に林業の作業現場では携帯電波が圏外と
なるケースが多く、またスマートフォン等の機器の利用には未だ大きなハードルがあります。例えば、現
場で事故等のアクシデントが発生した場合などでは迅速に情報共有することができずに携帯電波を取得す
るまで歩いて尾根まで出る、あるいは下山するなどの例もあります。このような場合において、電波圏外
下においても近接作業者同士の情報共有をすることでの早期発見・状況把握、さらには事務所との連携を
行うことができるソリューション開発。これを起点として、林業界のＩＣＴ化を推進してまいります。

主な機能 パッケージ

Soko-co FORESTは、林業関係者の声を積極的に取り入れ、継続的な機能追加・バージョンアップを行い、
より現場にフォーカスした状況や実務に沿ったシステムを提供していく予定です。

弊社が独自で開発したＩｏTデバイス「Soko-co  Pocket」
により、携帯電話・インターネット通信範囲外でも、独自の
近接通信ネットワークを確立し、スマートフォン上での位置
情報共有・メッセージ機能を実現します。

さらに、GPSレシーバー(他社製)を用いることで、位置情報
の精度の飛躍的な向上を実現することが可能です。

【機能紹介・運用について】https://forest.soko-co.jp/

地点登録 オフラインでも動作するカスタムマップ。
任意のポイントを地図上に配置し
同グループのユーザーに共有。

行動軌跡 高精度GPSによる行動軌跡の表示・記録
により周囲の状況を把握。

接近警告 重大事故を防止するため、危険な範囲内
に入った場合警告表示を行う。

メッセージ テキストメッセージによる、
双方向コミュニケーション機能

多言語対応 日本語・英語・ベトナム語に対応、
多言語での情報共有が可能

※掲載機能は一部となります。
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株式会社 BREAKTHROUGH
林業における電波圏外下での位置情報共有ソリューション
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株式会社ファーストコネクト
プロの口コミで歯医者が探せるサービス『プロレコ』



( )

(Jeong, SeongDae) 070-1782-7279 kjy@resetsnow.com

3

3
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リセットカンパニー株式会社
様々な雪問題を解決する無人除雪(洗浄)ロボット



®

040-0051 20-5
TEL:0138-84-8240 FAX:0138-84-8241
HP:http://hokkaido-marine.com/
Mail:s-sasaki@hokkaido-marine.com

BtoB
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® (Saccharina sculpela)
6
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北海道マリンイノベーション株式会社
北大ガゴメ®からの高品質フコイダン抽出とバリューチェーン構築
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AI FPGA2I(FPGA AI)
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fpga2i-support@ist.hokudai.ac.jp
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チーム：LINAS
組込マイコン用のAIアクセラレータ：FPGA2I(FPGA AI)シールド
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ゼロスペック株式会社

デデータから新たな価値を社会に提供



PROBLEM SERVICE

SCHEME
●JALやANAの運賃は片道37,000円～、往復で７万円を越える
●地方の企業やビジネスマンの「移動貧困」と言われるハンディ
キャップ
●急に決まった航空機利用の際のコストを抑えたい
●航空機での移動はコストを下げると快適さも失われてしまう

世界にはシェアできるポイントや
マイルが多く存在する

約7割の人たちがポイントやマイルを
有効活用できていない

■経営陣・アドバイザー紹介 ■会社概要
共同創業者 森田 宣広 Co-founder 株式会社 MILE SHARE

設　立 ： 2018年5月18日
資本金 ： 50,000千円
所在地 ： 北海道札幌市中央区南3条西1丁目1
  南3西1ビル3階
  東京オフィス
  東京都渋谷区道玄坂1-21-1
  SHIBUYA SOLASTA 3F
事業内容 ： ポイント・マイルのシェアリング
  サービス企画運営

世界中の余ったマイルを活用し安価な航空券取得を仲介します
『MILE SHARE』は、世界中のポイント・マイルをシェア可能なマイルプロバイダーと飛行機に乗りた
いユーザーをマッチングすることによって、新しい飛行機の乗り方である『シェアリングフライト』
を実現し、直前予約でも通常よりリーズナブルに飛行機を利用できます。

会員登録数は2019年9月末には15,000人を超え、8,000件以上のシェアリングフライトを実現しています。また、月間利用者の8
割がリピーターになっており、スケールするための需要・供給は疑いの余地はありません。ゆくゆくは航空券だけでなく、ホテルや
レンタカー、小売などへの展開も視野に入れており、世界中の人たちが今よりも快適な人生を歩んでもらえるように、ポイント・マ
イルのプラットフォームを目指します。

1980年生まれ。屯田中央中学校
卒業後、3年間の現場作業員を経
て、携帯電話業界の営業に転職。
2005年に(有)マーケットエンジ
ニアを設立、ドコモショップ運
営、デジタルハリウッドSTUDIO
札幌校運営、Webシステム開発業、広告代理店業、
不動産業など事業は多岐にわたる。2015年持株
会社IRGホールディングスを設立。2018年共同創
業者として大下紀孝と共に当社設立。シリアルア
ントレプレナー。エンジェル投資家としても活動
を行なっている。

◆飛行機代が高すぎる
◆約7割のユーザーがポイントや
マイルを有効活用できない

◆ポイントやマイルが負債として
たまり続けてしまう

MILE SHAREは
ポイントやマイルが余っている
ユーザーと飛行機に乗りたいユーザーを
マッチングするプラットフォーム

問題提起 サービス

搭乗日まで

1ヶ月前
2週間前
4日前
最高値

ANA/JAL

17,160円
24,460円
40.460円※
40.460円※

13,900円～

株式会社 MILE SHARE
MILE SHARE（マイルシェア）

マイルシェア
お預かりした情報提供料から、20％のシステム利用料を
差し引き、マイルプロバイダーへ還元させて頂きます。

情報提供料

1フライトマッチングにつき
20％のシステム利用料

システム利用料
10％
原則固定

システム利用料
10％
為替などの影響により変動

マイルシェア
ユーザー

マイル
プロバイダー

※7月5日に検索した7月6日、10日の羽田～新千歳便の価格

代表取締役 大下 紀孝 CEO
高校卒業後、20代前半はオース
トラリア、アメリカで生活。帰国
後、飲食店勤務の後、株式会社グ
ローバルラインズを設立し代表
取締役就任。2018年3月に株式
会社マイルシェア設立、代表取
締役社長。

有効活用できない
ポイントやマイルを
シェアするサービスを
作れないか？
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株式会社MILE SHARE
MILE SHARE（マイルシェア）



RAINBOW

kawabori@med.hokudai.ac.jp
21 12 2 206

HUNS-01
HUNS-01

RAINBOW

2020 9
2

2
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株式会社RAINBOW
自家骨髄幹細胞で脳を治す



AI Road heating optimizer

TIL Inc.
https://tilab.jp
info@tilab.jp
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ティ・アイ・エル株式会社
AI Road heating optimizer



レタプラレタプラ

大切な家族へ残す最後のメッセージである
相続を「争族にしない」。
レタプラは、家族を想うあなたにこそ
使って欲しいサービスです。

レタプラレタプラレタプラ
みんなが争わない相続を。

顧客の家族構成を含めた、相続対策状況を
簡単に共有することができます。

士業が繋がりにくい「相続人」について、
レタプラ機能の「SNS共有」を通じ、
被相続人と一緒に繋がることができます。

※ 資産結果はあくまでも概算になります※ 資産結果はあくまでも概算になります

HOME  > 資産結果 

戻る 試算結果を共有する

遺言をつくる ひとことコメント

相続税の資産結果（概算）

最終更新日：2018/03/24 19:18

約 5,678万円

※ 試算結果はあくまで目安とお考え下さい。

相続対象総額 26469万円
法定相続人 1人
配偶者 0万円
長男 0万円
長女 0万円
三男 0万円

次男 0万円
次女 0万円

PRODUCED BY: FP-MYS お問い合わせ

相続税の資産
結果※が瞬時に
判明します！

相続・贈与
プラットフォーム
相続・贈与

プラットフォーム

簡単に共有することができます。
相続対策状況を

レタプラ機能の「SNS共有」を通じ、

メリット

2
メリット

3

HOME 

更新日
2018/06/12 12:34

更新日
2018/06/12

試算日
未算出試算結果を見る

相続税額を算出する

財産を入力する

遺言をつくる

ひとことコメント

ご家族の入力

必須項目 3/3

7人

PRODUCED BY: FP-MYS お問い合わせ

資産や家族構成
を入力すると

レタプラは、現金・預金、不動産、証券など、
資産に関する簡単な項目を入力するだけで、
誰でも簡単に相続税の算出ができる無料の
プラットフォームサービスです。
今後は、より計画的な相続・贈与のプランが
立てられるサポートを展開予定。

士業者の
メリット
士業者の
メリット

メリット

1
初見の相談者には聞きづらい
現状の相続試算額について、レタプラを
介して共有することができます。
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株式会社FP-MYS
相続・贈与プラットフォーム　レタプラ
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５ミリ雪プロジェクト
パウダースノーを再現する人工降雪システムの開発事業



RESA Real Estate Statistical Analysis

……

RESA
E-mail : info@resa.ai

1 2

3 4
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株式会社RESA
賃貸物件の価値算定・市場ニーズ分析「満室ナビ」
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表彰制度の概要

NEDO TCP賞
提供者：NEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）
特典：NEDO TCP二次審査会への出場権(2019年12月開催)

NICT賞（北海道起業家万博賞）
提供者：総務省北海道総合通信局／NICT（国立研究開発法人 情報通信研究機構）
特典：起業家万博全国大会へ北海道代表としての出場権（2020年3月開催）

NoMaps賞
提供者：NoMaps事務局
特典：NoMapsカンファレンス（WEB広告研究会主催イベント）登壇機会付与

Mt.Fujiイノベーションエンジン賞
提供者：一般社団法人Mt.Fujiイノベーションエンジン
特典：一般社団法人Mt.Fujiイノベーションエンジン主催イベントへの参加権付与

オーディエンス賞（オーディエンス投票の中で、投票数が１番高かったチーム）
提供者：「“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博」事務局
特典：なし

「“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博」では、次の賞を設けています。
参加チームは７分間のプレゼンと３分間の質疑応答の中でビジネスプランを説明します。
６名の審査員が以下のポイントを基準に審査を実施します。

◆審査のポイント◆

① 「顧客ニーズを意識しているか」
② 「将来性･実現可能性」
③ 「事業化に対する情熱･熱意」
④ 「社会的課題の解決の可能性」
⑤ 「技術シーズの事業化の可能性」

賞の種類

①最優秀賞 ②優秀賞 ③審査員特別賞
また、上記の賞の種類のほかに、以下の賞を授与します。（上記の賞と重複する可能性があります。）
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M E M O



03-6833-6575 (今川)/06-6479-5519（奥田）

●主催●

共催：総務省北海道総合通信局
　　　国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）

協力：一般社団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会
運営：株式会社日本総合研究所
特別協力：NoMaps 実行委員会

“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博

株式会社日本総合研究所 “NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博事務局

詳細は“NoMaps NEDO Dream Pitch” with 起業家万博のウェブページ
(https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP2_100107.html)をご覧ください。


