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【応募期間】 

 令和元年 6 月 4 日（火）～令和元年 7 月 1 日（月） 

 

【応募方法】 

 本プログラム公式ウェブサイト（URL: https://x-hub.tokyo/program/2478）のエント

リーフォームより、必要事項を記入のうえ、送信してください。 

 

※エントリーフォームの記載事項（個人情報を除く）については、連携パートナーであ

り、審査プロセスに参加する BMW 社にも共有されますので、予めご承知おきください。 

※エントリーフォームについては可能な限り英語で記入ください（日本語でも可）。 

 

【プログラム期間】 

 令和元年 7 月 31 日（水）～令和元年 10 月下旬 

 

【連携パートナー・Batch】 

 連携パートナー：BMW 社 

 Batch1：モビリティ Batch（※） 

 

 ※本プログラムは、海外派遣プログラムではありませんので、ご注意ください。 

 

【問い合わせ先】 

 運営事務局 デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社 担当：浅間・大野・築山 

 E-mail: x-hub.tokyo@tohmatsu.co.jp 
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１．本プログラムの目的・内容 

東京からグローバルで活躍する企業を輩出することを目的とする本件プログラムでは、

都内ベンチャー企業等のグローバル展開の加速を後押しするため、世界中に販路を持つグ

ローバル企業（海外大企業）のニーズを把握し、将来の提携を目指した準備の機会を提供い

たします。 

今回のBatch1 ではモビリティ分野における世界のリーディングカンパニーの一つである

ドイツの BMW 社とのマッチングを実施します。そのための準備として、関係機関と連携

し、欧州市場概況や自動車業界のニーズ等についての理解を深めるためのセッション、ピッ

チ資料や提案資料のブラッシュアップ等のマッチング準備、英語でのピッチや商談のトレ

ーニングを実施します。 

 

２． 応募資格（募集対象） 

本プログラムは、都内ベンチャー企業等の海外展開に資することを目的としているた

め、以下の要件を全て満たす個人または企業を募集対象とします。 

（１） 都内ベンチャー企業等であること（先進的な技術・ビジネスモデル等を持つ企

業であり、都内に事業所を有すること。個人事業主も対象となる。）。 

（２） 法人の場合、創業後 10 年未満の企業であること。 

（３） 原則として、海外展開のためのサービス・プロダクトを有していること。 

（４） 海外展開を具体的に検討していること。また、本プログラム参加者は、都内ベ

ンチャー企業等の役員または海外展開の責任者、意思決定権を有する者である

こと。 

（５） プログラムの内、一部又は全部が英語で実施されるものがあります。該当プロ

グラムにおいて、プログラム参加者が英語での対応を行うことができること。 

（６） キックオフイベント、提供プログラム、成果発信イベントに全て参加すること

ができること。 

 

 ※本事業では、今後、他の Batch の実施を予定しています。一度プログラムを受講した

場合、以降の Batch におけるプログラム募集で応募者多数となった際には、採択を見送

る場合がありますので、ご留意ください。 

 

３． 応募期間 

 令和元年 6 月 4 日（火）から令和元年 7 月 1 日（月）まで 

 

４． 応募方法 

本事業ウェブサイトの専用応募フォーム（URL：https://x-hub.tokyo/program/2478）

より必要事項を記入して提出してください。 



※エントリーフォームの記載事項（個人情報を除く）については、連携パートナーであり、

審査プロセスに参加する BMW 社にも共有されますので、予めご承知おきください。 

※エントリーフォームについては可能な限り英語で記入ください（日本語でも可）。 

 

５． 審査スケジュール 

令和元年 7 月 1 日 応募締切 

令和元年 7 月上中旬 審査（※） 

令和元年 7 月中旬 審査結果通知 

令和元年 7 月 31 日 キックオフイベント 

※ 審査では必要に応じて、面談・電話等によるヒアリングを実施させていただく場合が 

あります。 

 

６． 連携パートナー・Batch 

連携パートナー： BMW 社 

Batch１：モビリティ Batch（※） 

 

 ※本プログラムは、海外派遣プログラムではありませんので、ご注意ください。 

 

７． 重点分野・領域 

[大項目] 

・モビリティ、スマートシティ  

・モビリティ、スマートシティと親和性のある AI・IoT 等 

[小項目] 

１．都市・スマートシティ関連  

２．交通・旅行関連  

３．自動車関連  

４．健康・生活関連 

[詳細] 

1. “City” 都市・スマートシティ関連 

テクノロジーを駆使して、都市の効率性と持続可能性の向上、都市住民の生活の質の向

上を目指します。2050 年までに、世界人口の 80%は都市に住むと言われています。こ

れを受けて、スマートシティの実現に向けたソリューションは世界中で求められてい

ます。BMW 社も、その挑戦のため、ともに革新的なコンセプトを共同開発できるパー

トナーを探しています。 

●キーワード： 

#SeamlessIntegrationOfTransportation #RidePooling #RideSharing #RideHailing 



#GreenMobilityScoring #IncentiveModels #EnergyOptimization 

#ChargingInfrastructure 

 

2. “Journey” 交通・旅行関連 

世界中で大都市化が急激に進行している昨今、交通渋滞の増加は避けられない状況で

す。その結果として、ミュンヘンから東京、カイロからサンパウロまで、世界中の大都

市圏におけるピーク時の渋滞が問題になっています。BMW は、渋滞により顧客の貴重

な時間が無駄になることを解決したいと考えています。そのため、都市部や農村地域で

の交通量の最適化を可能にする革新的な技術をもつ、長期的パートナーになって頂け

る企業を探しています。 

●キーワード： 

#TrafficOptimization #AccidentPrevention #RiskForecasting #SmartRoads #Car-to-X-

Communication #AdvancedParking 

 

3. “Car” 自動車関連 

自動車産業における技術革新の集大成となる自動運転は、昨今のモビリティの分野に

おいて大きな破壊的革新を引き起こしています。車は、もはや単なる交通手段に留まる

ものではなくなってきています。そうしたとき、クルマを運転するという体験はどうい

った変化を遂げるでしょうか。これからの車内は、娯楽向けや、生産的のための空間に

なるのでしょうか。運転以外にもどのようなことが自動化され得るでしょうか。こうし

た問いに対しての、自動車の周辺領域における画期的な技術を探しています。 

●キーワード： 

#PredictiveMaintenance #InCarProductivity #PredictiveOperationsOfTheV ehicle 

#AutonomousDriving #Entertainment 

 

4. “Life” 健康・生活関連 

BMW は、顧客の日常生活の中での忠実なサポーターとしてクルマを考えています。車

は将来、人間だけでなく家とも密接に繋がるでしょう。そのような発展が、将来の運転

における重要な要素になると信じています。BMW は、そうした未来のために、運転と

いう体験を生活全般の経験に変えられるような、革新的な技術とパートナーを捜して

います。 

●キーワード： 

#SmartHome #VR #AR #CaringCar #HealthConnectivity 

 

※上記領域に該当しない企業の応募を妨げるものではありません。 

  



８． プログラムスケジュール 

令和元年 7 月 31 日 キックオフイベント 

令和元年 8 月 1 日～ 

令和元年 10 月中旬 
プログラム受講 

令和元年 10 月 21 日の週 成果発信イベント 

 

※ プログラムに採択された場合、キックオフイベント､プログラム、成果発信イベントに、

プログラム参加者は必ず出席してください。 

 

９． プログラム概要 

 別紙 プログラム概要をご参照ください。 

 

１０． プログラム開催場所 

運営事務局の指定する場所（東京都内） 

※プログラムコンテンツ毎に変更になる可能性があります。 

 

１１． 留意事項 

（１） 以下の場合、審査対象外とさせていただきますので、ご了承ください。 

（ｱ） 応募者が、法令等もしくは公序良俗に違反し、又はそのおそれがある場合。 

（ｲ） 応募内容に不備がある場合 

（ｳ） 応募者が、応募に際し虚偽の情報を記載し、その他運営事務局に対して虚偽の申

告を行った場合 

（ｴ） 暴力団（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。以下「条例」と

いう。）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）に該当する場合。また、代表者、

役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等（条例第 2 条第 3 号

に規定する暴力団員及び同条第 4 号に規定する暴力団関係者をいう。）に該当す

る場合 

 

（２） 応募に当たってご提供いただく個人情報を含む応募情報は、都及び運営事務局また

は連携パートナー（以下、「都及び運営事務局等」という。）にて、本プログラムに

必要な範囲にて利用、共有されます。また、応募情報を事前の承認なく、都及び運

営事務局等以外の第三者に提供することはありません。審査経過、審査結果に関す

る問い合わせには応じられません。 

 

（３） プログラム受講に不適切であると都及び運営事務局が判断した場合には、プログラ

ムの受講を途中で辞退していただく場合がありますのでご留意ください。 



 

（４） プログラム受講者の審査及び選考は、運営事務局が行い、都が承認します。 

 

（５） プログラム受講者の審査、選定及び承認に関して、都及び運営事務局等がプログラ

ム受講者の応募情報等について、一切の保証を行うものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

１２． 問い合わせ先 

本プログラムに関するお問合せは、以下までお願いします。 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 丸の内二重橋ビル 

運営事務局 デロイト トーマツ ベンチャーサポート株式会社 

担当：浅間、大野、築山 

TEL：080-3412-4074 

問合せ時間：平日 10:00～17:00 

メール：x-hub.tokyo@tohmatsu.co.jp 

 

mailto:x-hub.tokyo@tohmatsu.co.jp


別紙 プログラム概要 

 

■事前支援プログラム 

タイトル 回数 

（予定） 

内容 協力企業 

Kick off event 1 本件プログラムの支援機関を集め、当該コースに必要な情報・ノウハウを

提供する。 

ニューヨーク大学プロフ

ェッショナル教育東京

（NYU SPS 東京）他 

 

Mentoring session 

 

5 BMW 社のニーズを踏まえ、オンラインマッチングに向けて、基礎資料（ピ

ッチ資料等）のブラッシュアップ、商談準備を行う。 

ドイツ等の関連するアク

セラレーター、VC 等 

Power Pitch Training 

Sessions 

(One-to-One 

Sessions) 

3 

（※１） 

オンラインマッチングに向けて、英語でのコミュニケーション、ピッチ、

商談の実践トレーニングを専門家が個別に実施する。 

NYU SPS 東京 

 

（※１）回数・時間については、講師と個別相談のうえ、調整することができます。 

  



 

■マッチングプログラム（※２） 

タイトル 回数 内容 連携パートナー 

Online Matching 1 ・BMW 社とのオンラインでの面談を開催し、事業提携に向けたフィード

バックを得る。 

・面談には採択企業、BMW 社に加え、運営事務局等が参加し、面談の円

滑化を図る。 

BMW 社他 

 

（※２）都内でのマッチングセッション終了後、希望する受講生に対しては、テレビ会議等による連携パートナーとのフォローアップセッシ

ョンの調整を予定しております。 

（※３）プログラム内容は変更になる場合があります。 


