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日本のスタートアップの皆様へ 
For Japanese Startups 

 
• パイオニアーズって何？ 
• どんな実績があるの？ 
• 日本でイベントを開催する理由は？ 
• 日経新聞の役割は何？ 
• 参加できる起業プログラムは？ 
• 参加できるジャンルは何？ 
• 参加するメリットは何？ 
• このイベントの参加者は誰？ 
• 会場はどこ？ 
• １月説明会のご案内 

 



パイオニアーズって何？ 

 

 パイオニアーズ（Pioneers Io.)は、2009年に、アンドレアス・チャス
（Andreas Tschas、写真左)、 ユルゲン・フリアン（Jürgen Furian、同右)

によって、スタートアップと投資家と企業の３者に最高品質のビジネス
チャンスを与えるグローバルな起業イベントを開催するために立ちあ
げられたオーストリアのスタートアップです。毎年５月にウィーンで、
「パイオニアーズ・フェスティバル（PIONEERS FESTIVAL）」を開催、これ
までに、世界90カ国から、1600のスタートアップ、400の投資家、500
の企業が参加しています。 
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どんな実績があるの？ 

• パイオニアーズ・フェスティバルからは、数多
くのスタートアップが巣立っていますが、その
中で成功したスタートアップをいくつか紹介い
たします。（Pioneers Successful Startups） 

• パイオニアーズ・フェスティバルでは、数多く
の著名人がキーノート・スピーチを行っていま
すが、その中から何人かを紹介します。
（Pioneers Human Connection) 

 



Pioneers’ Successful Startups 

パイオニアーズから生まれ、成功している
スタートアップの一部をご紹介します。 
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Runtastic  

オーストリアのベンチャー健康と運動をサポートするアプ
リやハードウェア、メンバー同士で情報交換しながら、楽
しんで健康管理できるコミュニティを提供する。パイオニ
アーズフェスティバルに登場した後、アディダスに買収さ
れた。 

 

https://www. 

runtastic.com/ja 
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Bellabeat 

女性の身体と心を元気にする木の葉デザインの「ヘルスト
ラッカー（健康追跡ツール）」。運動量、睡眠の質、スト
レスの多寡などを検知して、QOL（Quality Of Life）向上
に役立てます。 

 

https://www. 

bellabeat.com/ 
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Rimac Automobili 

クロアチアのMate Rimac （メート・ライマック）が2009年
に創設したベンチャー。世界最速の電気自動車によるス
ポーツカー、「Concept One」を開発。 

 

https://www. 

youtube.com/ 

watch?v=1qodSfhk360 
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Hyperloop Transportation Technologieｓ 

新幹線、飛行機を超えるスピード（時速760マイル＝
1216km/h）を出すといわれる夢の交通手段「ハイパールー
プ」を開発するベンチャー。2013年にテスラのイーロン・
マスクが提唱したコンセプトの実現を目指し、2015年には1
億㌦の資金調達を成功させた。 

 

http://hyperlooptransp 

.com/ 
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Number 26 

オーストリアの金融ベンチャー（フィンテック）。 

スマホを使ったモバイルバンクシステム。クールなデザイ
ン（UI）、シンプルな使い勝手が評価されている。 

https://number26.de/ 
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Athos 

運動時の筋肉の使い方を数値化してチェックできるブルー
トゥース対応ウェアラブルを開発したシリコンバレーのベ
ンチャー。2013年創設。 

 

https://www. 

liveathos.com/ 
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PIONEERS’ Human Connection 

パイオニアーズが持っているヒューマンネッ
トワーク（人脈）の一端をご紹介します。 
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Dr. Simon Pete Worden 
（サイモン・ピート・ワーデン） 

1949年米ミシガン州生まれ。天体物理学者。2004年
に29年にわたる米空軍での任務を終えた後、アリゾ
ナ大学の教授を経て、2006年から2015年3月まで、人
工知能や機会学習の研究で有名な米航空宇宙局
（NASA）エイムズ研究センターの所長を務める。 

同年7月、ロシア人投資家、ユーリ・ミルナーとイギリ
スの理論物理学者、スティーブン・ホーキングが立ち
上げたブレイクスルー・イニシアチブで、ブレイクス
ルー・プライズ・ファンデーションの会長を務め、活動
をリードすることが発表された。 

 
関連URL 

☆グーグルでのインタビュー映像 

https://www.youtube.com/watch?v=iufEyfkFYCY 

 

☆NASAのホームページでの紹介文 

http://www.nasa.gov/centers/ames/about/centerdirector_pr
t.htm 
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Adam Cheyer 
（アダム・チェイヤー） 

ブランダイス大学でコンピュータ・サイエンス、UCLAで人工知能を学ぶ。ヴァーティカ
ルネット社でVP Engineering を務めた後、いくつかのITベンチャーのVP Engineering 
を経て、スタンフォード研究所の人工知能センターで、CALO/PAL project の設計責
任者を務める。2008年に音声認識ソフトウエア会社、Siri,Inc., を共同創設。同社が
2010年にアップルに買収されると、同社のiPhone/ iOS 部門のエンジニアディレク
ターに就任。2012年にアップルを退社、人工知能をベースにしたベンチャー、Viv 
Labs を共同創業、VP Engineering を務め、現在に至る。 

 
関連URL 

アダム・チェイヤーのホームページ 

http://www.adam.cheyer.com/ 

 

「Siri  Back to the future」 講演映像 

https://vimeo.com/114901844 
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Esther Dyson 
（エスター・ダイソン） 

1951年スイス生まれ。父親は高名な宇宙物理学者フリーマン・ダイソン。「インター
ネットについて最も影響力のある論客」（ニューヨークタイムズマガジン）であり、世界
をリードするアメリカのコンピュータ業界についての貴重な情報源、「リリース1.0」の編
集人でもある。アップルやデル、ロータスなど、数多くのデジタル起業の神話的サクセ
スストーリーにかかわるビジネスコンサルタントとしても活躍。アメリカではビル・ゲイ
ツに匹敵する有名人（著書：未来地球からのメールのプロフィールから抜粋） 

 

関連URL 

エスター・ダイソンについてのブログ記事（日本語） 

http://d.hatena.ne.jp/different/20080902/1220343239 

 

Forbes の記事  

「Esther Dyson Has a Plan to Improve America‘s Health」 

http://www.forbes.com/sites/techonomy/2014/ 

05/23/esther-dyson-has-a-plan-to-improve-americas-health/ 
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Rodney Brooks 
（ロドニー・ブルックス）  

1954年オーストラリア生まれ。MITコンピュータ科学・人工知能研究所所長。ロボット
工学教授。1986年の論文を皮切りに、彼のロボット工学関連の業績は学界に多大な
影響を与え、人工知能の研究の方向性を示した。彼は、生物学に発想を求めたロ
ボット的アーキテクチャー（包摂アーキテクチャー）を提唱している。1990年に iRobot 
Corp 社 を創設、2011年に同社を退社後、Rethink Robotics 社を立ち上げた。 

 
関連URL 

ＭＩＴのロドニー・ブルックス氏のＨＰ 

http://people.csail.mit.edu/brooks/ 

 

 

TED talk 「なぜ私たちはロボットに頼ることになるのか」 

http://www.ted.com/talks/rodney_brooks 

_why_we_will_rely_on_robots?language=ja 
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Bandar Bin Khalid Al Faisal  
（バンダル・ビン・ハリド・アル・ファイサル） 

1965年生まれ。サウジアラビアのビジネスマン。ファリド アル ファイサル皇子の長男。
革新主義的新聞、Al Watan の会長。IT、航空、不動産、出版など、さまざまな分野で
新規投資、開発をリードする。海外の経済界、スタートアップコミュニティとの交流も積
極的。 

 

関連URL 

ワールドビジネスフォーラムのレジュメ 

http://www.weforum.org/young- 

global-leaders/hrh-prince-bandar 

-bin-khalid-al-faisal 

 

Gusi Peace Prize の受賞スピーチ 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=yceYtB7imfw 
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日本でイベントを開催する理由は？ 

• アジアに本格的なベンチャーエコシステムを
構築し、日本がそのハブ的な役割を果たすこ
とを共通の目的として、日本経済新聞社とパ
イオニアーズがイコールパートナーとしてLLP
（NIKKEI & PIONEERS 有限責任事業組合）を設
立、2016年3月23日に第１回「パイオニアー
ズ・アジア（PIONEERS ASIA）」を開催すること
にしました。 



日経新聞の役割は何？ 

国内で300万の読者を持つ日本経済新聞はもちろん、

英字誌 Nikkei Asian Review をフルに生かして、特集や

インタビューなど、PIONEERS ASIAの情報を手厚く報じて

いきます。Financial Times が新たに加わります。 
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参加できる起業プログラムは？ 

• スタートアップの皆様が参加できるプログラム
は３つあります。（次ページ参照）シード・アー
リーステージから、シリーズＡ、Ｂの資金調達
を検討するなど成長過程にあるところ、さらに
企業の中で社内起業家として新規事業に取
り組んでいるチームも同じように参加できる
のが特色です。申し込みは、事業内容を英語
で書き込むだけ。すべて無料です。 



» 

» » 

Pioneers Asiaの
チャレンジ 

 

成熟したベンチャー向
けプログラム。24社が

コラボレーション・デイ
に進み、うち4社が本選
でプレゼンする。 
申込締切：2016年2月4日 

 

企業内起業家プロジェクト 

ショールーム 
   

 企業内で活躍する企業内
起業家、新規事業チーム
向けプログラム。15社が
会場で展示できる。 
 
申込締切：2016年2月14日 

 

90秒ピッチ 
 

アーリーステージのス
タートアップ向けプログ
ラム。12社がピッチに
臨み、30社が会場で
展示できる。 
申込締切：2016年2月14日 

 

 

約500のスタートアップが参加予定 

スタートアップ・イベント. 

IN PARTNERSHIP WITH 

 
 
 
 



参加できるジャンルは何？ 

  以下の７分野で、参加を求めています。 
 
1. Robotics & Manufacturing 4.0（ロボット・製造） 
2. Energy & Environment（エネルギー・環境） 
3. Life science, Food & Green（生命科学、食・農業） 
4. Mobility & Transportation（移動・交通） 
5. Smart Data & Business（データ・ビジネス） 
6. Financial Service（金融サービス） 
7. Digital Worlds & Entertainment（デジタル・エンタテ

インメント） 
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参加するメリットは何？ 

１、国内外の投資家とコネクションができます。 

２、パイオニアーズ・アジアのスポンサーをはじ
めとした大企業との事業提携のチャンスが得ら
れます。 

３、世界で活躍するアントレプレナー、科学者、
政治家など、数多くのキーノート・スピーカーと
人脈ができます。 

４、日経グループのメディアで取り上げられる
チャンスが得られます。 

 

 



１、国内外の投資家 

• パイオニアーズ・アジアでは、国内外から100を超える投資家
（VC、CVC、個人投資家）の参加を見込んでいます。海外から
参加する投資家については、事前にNIKKEI ASIAN REVIEW で
特集する予定です。（パイオニアーズ・フェスティバル2015に参加した主
な投資家は以下の通り。以下のホームページで検索できます。
http://pioneers.io/piobay/festival/attendees） 

e ventures, Speedinvest, 500startup,Fullerton 
Ventures(USA), Accel Partners,Mosaic Ventures, 
Google Ventures, EBRD venture Capital, Index 
Venture, Wellington Partners(UK),Early Bird Venture 
Capital, Acton Capital Partners, DvH 
ventures(Germany),Emery Capital, Runa 
Capital(Rusia) etc. 
 
 
 



２、スポンサー企業との提携 

• パイオニアーズ・アジアには、以下の企業がスポンサーに名
を連ねています。各社とも独自のテーマでセミナーやワーク
ショップを企画、参加するスタートアップとの連携、協働を探
ります。また、冠賞も設定される予定です。 

 

三井住友フィナンシャルグループ（SMFG） 

野村ホールディングス 

オリックス、コニカミノルタ、ＦＦＧ 

トランスコスモス、AITOZ、真野鶴（尾畑酒造） 

 



３、キーノートスピーカーとの人脈 

（BEENEXT）の創
業者兼マネージ
ングパートナーの
佐藤輝英氏の３
人。 まだまだたく
さんのスピーカー
が登場します。 

現時点で登壇が決まっているのは、ハイパールー
プ・トランスポーテーション・テクノロジー（HTT）の創

業者、ダーク・アルボーン氏、グーグルの開発提唱
者ドン・ドッジ氏、ビーノス（BEENOS）＆ビーネクスト 



４、日経メディアでの掲載 

• 起業コンテスト「チャレンジ」でファイナリストに
なった24社は、NIKKEI ASIAN REVIEW の編集
紙面で紹介記事が掲載されます。 

• 日経新聞、日経産業新聞、日経MJ、日経ビジ

ネスをはじめとした諸雑誌、日経電子版、日
経ビジネスオンラインなどのwebメディア、TV
東京、BSジャパンなどによるカバレッジ（取
材）の機会が増します。 



このイベントの参加者は誰？ 

 起業プログラムで勝ち残ったスタートアップ、
イベントスポンサーとなった企業、投資家、政府
関係者、キーノートスピーチやスタートアップの
メンターとなる方々のほか、有料のチケット（ス
タートアップ＝24,900円、投資家・企業＝59,900
円）を購入いただいた方など、合わせて999人
が参加者です。（次ページ参照） 



LIMITED TO 

999 
PARTICIPANTS 

STARTUPS & 
ENTREPRENEURS 

INVESTORS CORPORATE & 
PUBLIC SECTOR 

DEVELOPERS & 
ENGINEERS 

DESIGNERS & 
MARKETERS 

25 STUDENTS & ACADEMIA SELECTED 
MEDIA 

参加者見込み. 

IN PARTNERSHIP WITH 

 
 
 
 



会場はどこ？ 
  
    
 
 
 
 
 
 
            
              
                                                    

「グローバルと和、未来と
伝統の調和・融合」をテー
マに、最高のビジネスマッ
チングの場を提供します。 

30 



最後に。 

 

 パイオニアーズ・アジアは、申し込みの記入も、プレゼンテーション
も、すべて英語で行うよう、お願いしております。これは、みなさまス
タートアップのビジネスが、シームレスにグローバル展開するために
はこれが最適だと判断したためです。不便が多いとは思いますが、事
務局が一生懸命サポートしますので、ぜひお申し込みください。迷わ
れている方は、ぜひ1月に予定している説明会（次ページ参照）にお
運びいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 
2015年12月24日 

日本経済新聞社編集局 

編集企画センター 

山田康昭 



参加説明会のご案内 
@ 日本経済新聞社本社２階 SPACE NIO 
（時間はすべて、17:30 – 19:30、開場30分前） 
1月13日（水）、15日（金）、20日（水）、21日（木）、25日（月） 
お申し込みは、pioneers.asia@nex.nikkei.co.jp まで。 
＠六本木ミッドタウンタワー5階 DESIGN & HUB 
（時間はすべて、17:00 – 19:00、開場30分前） 
1月18日（月）、19日（火） 参加費無料、定員70人 
お申し込みは、shige.fukuda@pioneers.ioまで。 
 
※いずれも、参加費無料、定員70名です。件名、参加日、会
社名、お名前を添えてお申し込みください。 
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