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Kansai Life Science Accelerator Program 2022 ピッチイベント
開催報告

Kansai Life Science Accelerator Program(海外展開支援アクセラレータープログラム）のピッチイベント

（兼アクセラレータープログラム参加企業選考会）を7月2日（土）に開催いたしました。選考会ピッチ

登壇企業10社及び採択とならなかった企業10社によるライトニングトークセッション、事業会社やベン

チャーキャピタルによるリバースピッチ、そしてネットワーキングタイムなど、充実したプログラムと

なりました。下記の通りイベント開催を報告いたします。

◆ 名 称：Kansai Life Science Accelerator Program 2022 ピッチイベント

◆ 開催日時：2022年7月2日（土）13：00～18：30

◆ 会 場：クリエイティブラボ神戸（CLIK）２階 イノベーションパーク（及びオンライン配信）

◆ 参加費 ：無料

◆ プログラム：

13:00 - 13:10 開会挨拶

神戸市役所 企画調整局 医療・新産業本部長 藤原政幸

13:10 - 14:00 ピッチセッションI （スタートアップ5社）

14:00 - 14:10 休憩

14:10 - 15:00 ピッチセッションII （スタートアップ5社）

15:00 - 15:15 休憩 ※Audience賞 オンライン投票実施

15:15 - 16:10 ライトニングトークセッション（スタートアップ10社）※別室にて審査会実施

16:10 - 16:15 休憩

16:15 - 17:00 事業会社（2社）＆ベンチャーキャピタル（8社）リバースピッチ

17:00 - 17:05 休憩

17:05 - 17:25 審査結果発表（アクセラレータープログラム参加3社 ＆ Audience賞）

17:25 - 17:30 閉会挨拶

公益財団法人神戸医療産業都市推進機構クラスター推進センター 統括監 花谷忠昭

17:30 - 18:30 ネットワーキングタイム（会場参加者のみ）

◆ 主 催：神戸市、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構

◆ 協 賛：バイエル薬品株式会社、シスメックス株式会社、アストラゼネカ株式会社、

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、

京都大学医学研究科「医学領域」産学連携推進機構

◆ 参加機関：独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）

◆ 後 援：一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（Link-J）、

NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議、大阪府、

関西イノベーションイニシアティブ（KSII）、京都リサーチパーク株式会社（KRP）、

バイオコミュニティ関西（BiocK）、兵庫県

◆ 協 力：California Life Sciences（CLS）

◆ 参加人数：120名（オンライン視聴者・スタッフ含む）



28社の応募企業から書類審査によって選ばれた10社が、アクセラレータープログラムに参加できる３

枠をめぐり、パートナー企業や事業会社、ベンチャーキャピタル（23社・団体34名）の前で、熱いプ

レゼンテーションを行いました。 各社7分のピッチ、そしてコメンテーターとの質疑応答3分の合計

10分登壇しました。 またコメンテーターとしてスポンサーやベンチャーキャピタルの方々に参画い

ただき、登壇スタートアップに対してコメント・アドバイスをしていただきました。

◆ ピッチセッション登壇企業（10社） ※登壇順

◆ コメンテーター ※順不同

企業名 発表者

タグシクス・バイオ株式会社 事業開発マネージャー 渡部玄

オーチャード・バイオ株式会社 代表取締役 植松哲生

リバーセル株式会社 代表取締役社長 梶川益紀

セレイドセラピューティクス株式会社 COO/CFO 井上雄介

株式会社セルファイバ 代表取締役社長 柳沢佑

株式会社ミーバイオ 代表取締役 早水建祥

株式会社aceRNA Technologies 代表取締役 須川史啓

aiwell株式会社 研究コーディネーター 小林俊祐

emol株式会社 代表取締役COO 武川大輝

株式会社Aikomi 代表取締役／CEO Nick Hird

ピッチセッションの様子

ピッチセッション終了後に会場・オンラインで参加いただいている皆様に、当日一番印象的だった企業

1社を決める「Audience賞」に投票していただきました。

企業名 ご所属・お役職 発表者

バイエル薬品株式会社 オープンイノベーションセンターアライアンス
マネージャー

林幾雄

シスメックス株式会社 技術戦略本部 本部長 辻本研二
アストラゼネカ株式会社 コマーシャルエクセレンス本部イノベーション

パートナーシップ＆i2.JP ディレクター
劉雷

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社創薬研究アライアンス部 部長 前田朋子
新生キャピタルパートナーズ株式会社 パートナー 栗原哲也
DCIパートナーズ株式会社 ディレクター 片山孔兵
（公財）神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター 統括監 花谷忠昭



ピッチ・コンペティション参加の10社によるピッチに加え、コンペティション外として10社からのラ

イトニングトーク（ピッチ動画）を行いました。

◆ ライトニングトークセッション参加企業（10社） ※登壇順

ライトニングトークセッションの後は事業会社とベンチャーキャピタルによるリバースピッチを実施し

ました。

◆ 事業会社・ベンチャーキャピタル参加企業（10社） ※登壇順

企業名 発表者

オルバイオ株式会社 代表取締役COO 飯嶋秀樹

株式会社エピトープサイエンス 代表取締役 鎌田春彦

株式会社PURMX Therapeutics 代表取締役社長 田原栄俊

株式会社クロバーナ 代表取締役 伊藤達男

Nexuspiral株式会社 代表取締役 増田直之

PuREC株式会社 財務企画マネジャー 川本剛

HiLung株式会社 代表取締役CEO 山本佑樹

株式会社レナートサイエンス 代表取締役 長谷川雪憲

株式会社 Liquid Mine 最高執行責任者 小出俊輔

株式会社Medlarks 代表取締役 松浦康之

企業名 発表者

事業会社 バイエル薬品株式会社 アライアンスマネージャー 林幾雄

事業会社 シスメックス株式会社 技術戦略本部本部長 辻本研二

VC 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社 投資部投資部長 水原善史

VC 新生銀行キャピタル株式会社 パートナー 栗原哲也

VC DCIパートナーズ株式会社 ディレクター 片山孔兵

VC 日本ベンチャーキャピタル株式会社 執行役員ベンチャーキャピタリスト 藤本良一

VC バイオ・サイト・キャピタル株式会社 インキュベーションビジネス部 村瀬新也

VC 三菱UFJキャピタル株式会社 ライフサイエンス部次長 三横伸弘

VC みなとキャピタル株式会社 取締役 投資業務部長 石黒英之

VC 東京大学エッジキャピタルパートナーズ プリンシパル 島田淳司

リバースピッチの様子



審査結果発表では、スポンサー企業・団体による厳正な審査の結果、KLSAP2022アクセラレータープ

ログラムに参加する3社が決定しました。 また当日参加者が、当日一番印象的だった企業に投票した

「Audience賞」も発表されました。

◆ 受賞結果 ※企業名五十音順

【アクセラレータープログラム参加 ３社】

【Audience賞】※当日のピッチ登壇10社のうち最も印象的だった企業にイベント参加者が投票

アクセラレータープログラムへの参加権を獲得した３社は、９月からCalifornia Life Sciences（CLS）

の専門家によるアドバイザリーセッション（臨床開発、事業開発、資金調達等、スタートアップ起業家、

経営者を育成・支援する約３か月間のプログラム）に参加し、12月開催予定のオンラインデモデイで

その成果を発表します。

企業名 代表者

株式会社Aikomi 共同創業者・CEO Nick Hird

株式会社セルファイバ 代表取締役社長 柳沢佑

株式会社ミーバイオ 代表取締役 早水建祥

企業名 代表者

株式会社Aikomi 共同創業者・CEO Nick Hird

スタートアップ3社と審査員

アクセラレータープログラム参加３社 Audience賞



◆ 参加者へのアンケート結果

Q1 「Kansai Life Science Accelerator Program 2022ピッチイベント」の内容はいかがでしたか？

Q2 各プログラムの内容はいかがでしたか？

Q3 各プログラムの長さはいかがでしたか？

満足

73%

やや満足

23%

どちらでもない 5%全体の内容

満足

82%

やや満足

14%

どちらでもない

4%

ピッチセッションⅠ

満足

82%

やや満足 18%

ピッチセッションⅠⅠ

満足

50%
やや満足 27%

どちらでもない 18%

やや不満 5%

ライトニングトークセッション

満足 41%

やや満足

32%

どちらでもない 14%

やや不満 4%

視聴/参加していない 9%リバースピッチ

満足

77%

やや満足 18%

どちらでもない 5%
時間の長さ：ピッチ

満足

50%

やや満足 13%

どちらでも

ない 23%

やや不満 14%

時間の長さ：ライトニング

満足 45%

やや満足 4%

どちらでもない

32%

やや不満 14%

視聴/参加していない 5%

時間の長さ：リバースピッチ



「Kansai Life Science Accelerator Program 2022」
参加チーム募集要項

海外展開を目指す日本のスタートアップを育成するためのアクセラレータープログラム「Kansai Life
Science Accelerator Program (KLSAP)」では、この度、第3回目のプログラムへの参加企業を
募集いたします。

１．「Kansai Life Science Accelerator Program (KLSAP)」について
「Kansai Life Science Accelerator Program (KLSAP)」は、ライフサイエンス分野のスタートアッ
プ企業を育成・支援することを目的として2020年に開始したアクセラレータープログラムです。第3回目
となるKLSAP2022では、まず国内のスタートアップ企業を対象としたピッチイベントを開催し、ピッチ上
位入賞企業３社にアクセラレータープログラムへの参加権利を付与する形式といたします。

※上位入賞企業にアクセラレータプログラム参加権を付与

２．開催概要

プログラム ピッチイベント（兼アクセラレータープログラム参加企業選考会）

開催日時 2022年7月2日（土）13：00～18：30

会場 クリエイティブラボ神戸 イノベーションパーク（オンライン視聴あり）

ピッチ参加チーム対
象

・以下の分野で、国内のスタートアップ企業または起業準備をしている方
再生医療、創薬/バイオ、診断薬、医療機器、デジタルヘルス

・アクセラレータープログラムを通じてグローバル市場へ展開する意欲がある方

聴講対象 ライフサイエンス分野の事業会社、投資家等

参加費 無料

言語 日本語

内容
スタートアップによるピッチ、事業会社・VCによるリバースピッチ、ライトニングトーク
セッション、ネットワーキングタイムなど

プログラム アクセラレータープログラム

開催日 2022年9月～11月

開催形式 オンライン

参加対象 2022年7月2日開催のピッチイベントの上位入賞企業3社

参加費 無料

言語 英語

内容

・プレ面談による各参加チームのニーズに合致したアドバイザーを選任
・CLSのアドバイザーからの実務経験に基づいた10週間のアドバイザリーセッション
・アメリカ・カルフォルニア州の投資家・事業会社を対象としたデモデイでのピッチ

（KLSAP2022参考）



３．ピッチイベント（兼選考会）参加チーム募集概要
下の参加チーム募集概要をご確認の上是非ご応募ください。

項目 ピッチイベント（兼アクセラレータープログラム参加企業選考会）参加チーム募集概要

応募要件

以下の要件を満たすこと（法人として設立前でも可、設立年数の制限なし）
1.ライフサイエンス分野で事業を展開している、または展開予定であること
2.海外への事業展開を視野に入れていること
3.自社ビジネスの成長への意欲と、自社の課題を解決する熱意を持っていること
4.アドバイスセッションに積極的にコミットできること（英語でのコミュニケーション含む）

応募方法

お申込みフォームからお申し込みください。
①基本情報： 会社名（ご所属名）、代表者名、代表者お役職、代表者連絡先（メー
ルアドレス）、会社（ご所属）所在地、事業領域、事業内容の説明（100字程度）
②会社概要、事業内容がわかるようなNon-confidentialの資料（5～10スライド程
度、PPT又はPDF）を送付してください。

【資料のフォーマット（コンテンツ）例】
資料のフォーマット、コンテンツは下のURLのテンプレート、またYouTube動画を参考にしてくだ
さい。

◆ 資料のテンプレートはこちら からダウンロードしてください。

◆ YouTube URL: 

お申込みフォーム：

応募〆切 2022年6月１日（水）
参加費 無料

選考方法・
採否の通知

＜選考方法＞
KLSAPパートナー企業・団体により構成される審査員により下記選考基準をベースに書類
審査を行います。
◆ マネージメントチームの資質やモチベーション
・マネージメントにビジョン・ミッションがあり、課題を解決したいという強いモチベーションを明
確に持っているか。
・企業経営に関する知識、能力、経験を有し、チームとして事業を遂行できるか。

◆ 技術の革新性や優位性
・自社の技術が革新的か、他社と比較して競争優位性を持っているか、競争力はあるか。

◆ ビジネスプランの事業性やポテンシャル
・事業計画の市場性、実現可能性、持続性、採算性など基本的な事業計画はあるか。
・国内また海外での成長が期待できるか。

＜採択件数＞
選考会ピッチ登壇企業として約10社を採択させていただきます。
＜採否の通知＞
選考結果は2022年6月13日（月）前後にメールにてご連絡いたします。
＜ライトニングトーク登壇＞
選考会ピッチ登壇企業に採択とならなかった場合でも、10社程度にはライトニングトークセッ
ション（各社３分、事前録画によるピッチ）に登壇いただき、当日会場にて事業会社、投資
家とネットワーキングをしていただける形といたします。ライトニングトークセッション登壇詳細につ
きましては、別途該当企業にご連絡させていただきます。

https://www.youtube.com/watch?v=06uIGZiV7UY

https://forms.gle/jzVUQAAu9HvgDSFm9

（KLSAP2022参考）

https://www.fbri-kobe.org/kbic/klsap/archive/KLSAP2022PitchEvent_PresentationSlide_Template.pptx
mailto:klsap@fbri.org
https://www.youtube.com/watch?v=06uIGZiV7UY
https://forms.gle/jzVUQAAu9HvgDSFm9


４．採択後の流れ
◆ 協賛パートナーの代表者により、各社１～２回のメンタリングセッションを実施いたします
（プレゼンテーション指導等）。
◆ 最終選考で惜しくも採択とならなかった審査結果上位のスタートアップ企業は、本ピッチイベントで
実施するライトニングトークセッション（各社３分、事前録画によるピッチ）にご登壇いただける可能性
がございます。ライトニングトークセッション登壇枠につきましては別途ご連絡いたします。

５．応募に際しての注意事項
◆ 本イベントでの発表内容に機密情報は含めず公開情報のみとしていただくようご留意ください。
◆ 本イベント（ピッチイベント、アクセラレータープログラムデモデイ）は録画をし、後日公開予定です。
◆ 本イベント開催後に開催報告としてウェブサイト等でイベントの様子を公開する予定です。

６．運営体制
【主催】

神戸市、公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構
【協賛】

バイエル薬品株式会社、シスメックス株式会社、アストラゼネカ株式会社、
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、京都大学医学研究科「医学領域」産学連携推進機構

【参加機関】
独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）

【後援】
一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン（Link-J）、
NPO法人近畿バイオインダストリー振興会議、大阪府、関西イノベーションイニシアティブ（KSII）、
京都リサーチパーク株式会社、バイオコミュニティ関西（BiocK）、兵庫県

【協力】
California Life Sciences（CLS）

７．お問い合わせ
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター （担当：小林・波多野）
〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル７階
電話：078-306-0719 E-mail：klsap@fbri.org

（KLSAP2022参考）

mailto:klsap@fbri.org

