東京都スタートアップ社会実装促進事業

2022年 5月

運営事務局

PoC Ground Tokyo
令和4年度

第1期

募集要項

本募集要項では、仮説検証や社会実装の検証のための実証実験を通して、

新たなビジネス領域で成功し、急速に成長することを志向するスタートアップ企業を募集いたします。
【事業内容】
東京都は、持続的な経済発展のために、イノベーションを継続的に生み出していくための取り組み

として「東京都スタートアップ社会実装促進事業（PoC Ground Tokyo）
（以下、
「本事業」という。）」を
実施しています。

本事業では、革新的なビジネスアイデアを有し、新たなビジネス領域で大きな成長を志向するスタ
ートアップのニーズに合わせて、事業化に向けた実証実験を効果的にサポートいたします。
※詳細は次項以降を参照
【対象者】
革新的なアイデアに基づくビジネスモデルにより、
新たなビジネス領域で成功し、急速に成長することを志向するスタートアップ企業
※詳細は次項以降を参照

【募集期間】
2022年5月23日(月)〜６月10日(金)

【応募方法】
エントリーフォームより企画提案書のフォーマットをダウンロードし、
必要事項を入力のうえ、アップロードしてください。
https://poc-ground.tokyo/

【お問合せ先】
東京都スタートアップ社会実装促進事業運営事務局
poc-ground@bornrex.com

050-5534-0663

※本事業は、東京都から株式会社ボーンレックスが受託し、運営しています。
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1. 事業目的
東京の持続的な経済発展のために、イノベーションを継続的に生み出していくことが求められており、
そのイノベーションのエンジンとなるスタートアップ（以下、
「SU」という。）の創出が急務となっていま

す。SUが事業を実現していくにあたり、仮説検証や社会実装の検証を行うことは不可欠である一方、その
機会・リソースに乏しく、成長の機会を逃していることも少なくありません。

そこで「東京都スタートアップ社会実装促進事業（PoC Ground Tokyo）」では、革新的なビジネスアイデ

アを有し、新たなビジネス領域で大きな成長を志向するSUのニーズに合わせて、仮説検証や社会実装の
検証等に向けた実証実験を効果的にサポートすることで、
SUの成長を着実に支援することを目的として
います。

2. 事業内容
本事業で採択されたSUは、運営事務局の支援のもと、自らの成長に資する仮説検証や社会実装の検証等
に向けた実証実験を実施します。

実施スキームは、以下の通りです。

3. 応募資格 (募集対象)
応募者は次に掲げるすべての事項を満たす企業であることとします。
（1）革新的なアイデアに基づくビジネスモデルにより、新たなビジネス領域で成功し、急速に成長す
ることを志向するスタートアップ等であること。

（2）応募時点で創業後 10年未満であること。

（3）東京都内において事業展開を行っている、又は行おうとしていること。

（4）実証実験の実施能力を有する事業者であり、最後まで実証実験を完遂する意思があること。
（5）ピッチ大会や成果報告会等、参加必須のプログラムに出席できること。

（6）実証実験を実施する事業について、同一年度内に国や他自治体からの委託や助成を受けていな
いこと。
（7）法令等もしくは公序良俗に反していない、あるいは反するおそれがないこと。

（8）反社会的勢力、又はそれに関わるものとの関与がないこと。

（9）会社再生法に係る更生手続きの申立てや民事再生法に係る再生手続き開始の申立てがなされて
いないこと。
（10）東京都からの指名停止措置を講じられているものではないこと。

※ 応募時点で、既に実証の場や機会の提供に協力してくれる企業等(以下、
「協力企業等」という。
)と
連携して実証を行う予定がある場合も応募可能です。
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4. 募集する実証実験
本事業の応募にあたっては、既に事業モデル、及び実証するための製品やサービスを持っており、
それに
ついて実証したい仮説構築ができていることが必要です。
（1）領域
本事業においては、以下の3分野を重点領域とし、原則としてこれに関わる実証実験を募集します
① サステイナブル（環境）

再生可能エネルギーの利活用やゴミ処理、食品ロスへの対応等の、エネルギーや環境
に関わるソリューションを提供する事業
② ニュースタンダード

働き方やライフスタイル、インフラなど日常生活や習慣に関わる分野において、新し
い生活様式や社会の仕組みを提供する事業
③ X-Tech（クロステック）

科学・工学、食・農業、教育、医療、金融、情報・通信等の既存産業において、新しい技術（
AI、IoT、ビッグデータ、ブロックチェーン等を含む）を活用して、課題解決や新たな価
値の創造に取り組む事業
※上記の重点領域に該当しない事業の応募を妨げるものではありません。

（2）期間と費用
本事業では、第1期と第2期に分けて募集を行い、2期合計10~15社程度の採択を予定しています。
② 費用

① 期間

・ 実証実験の期間については、約3か月を1ター
ムとし、原則その期間内に実証結果の検証ま
でを行うこととします。
ピッチ審査後、準備が整ったSUから実証実験
を始めます。

・実証実験の実施にかかる費用について、審査
を行ったうえで、運営事務局を通じて東京都
が負担します。
・1タームの実証実験にかかる費用は、ピッチ
審査を行ったうえで、以下のコースから決定
します。

・ 第1期で採択されたSUは、最大2ターム実証実
験を行うことが可能です。
※ 第2タームで新たな実証実験を行うためには、
第1タームで実証の検証まで終了する必要が
あります。この場合、第1ターム終了時の中間
報告と同日に行う審査にご参加いただき、新
たな実証実験の実施可否を運営事務局が判断
します。

・第1・第2両タームで実証実験を予定している
場合は、実証実験に必要な総金額を示したう
えで、各タームごとにコースを選択しご応募
ください。
・1社あたりの上限費用は1,000万円程度とな
ります。
Aコース：100〜300万円未満
Bコース：300〜500万円未満
Cコース：500〜700万円未満
Dコース：700〜1,000万円

※採択SU数と予算総額を踏まえ、運営事務局
が調整を行う場合があります。

実証実験
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4. 募集する実証実験

＜ 全 体 ス ケ ジ ュ ー ル (予 定 ) ＞
2022年5月23日(月)〜6月10日(金)

募集

2022年6月中旬

書類審査
面談・マッチングサポート

2022年7月下旬

ピッチ審査

2022年8月下旬〜

実証実験（第1ターム）

2022年11月上旬

中間報告・審査

2022年12月上旬〜

実証実験（第2ターム）

2023年3月下旬

成果報告会

※採択された全てのSUが出席

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、プログラムの内容やスケジュールに一部変更が生
じる場合があります。
※ 第2期は9月頃から募集する予定です。第2期の実施スケジュールや内容の詳細は、第2期の募集開始
時にお知らせいたします。
（3）実証実験の場所
・ 実証実験を実施する場所は、原則東京都内とします。

・ SUが実証実験のフィールドを決定するにあたっては、運営事務局が、SUと協力企業等とのマッチ
ングを行うなどのサポートを実施します。

※ なお、
本事業は東京都及び、
東京都関連機関を実証実験の場として保証するものではございません。
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5. 事業詳細
＜ 事業の流れ＞
① 応募

7.応募方法をご確認のうえ、
必要事項をエントリーフォームに入力し、
「企画提案書」
をご提
出ください。
② 書類審査
応募時に提出された「企画提案書」に基づき、SU支援に実績を有する有識者等による審査
を実施します。
③ 面談・マッチングサポート
書類審査を通過したSUは、ピッチ審査に向け「企画提案書」に基づく実証実験計画案を作
成いただきます。作成にあたり、ピッチ審査までに運営事務局との面談を受けていただき
ます。
・面談は、原則ピッチ審査までに実施する予定です。日程・面談回数等の詳細は、書類審査
を通過したSUに対し個別にご連絡します。
・SUの意向及び面談内容に応じて、運営事務局が協力企業等とのマッチングサポートを提
供します。
④ ピッチ審査

書類審査を通過したSUは、実現したい事
業や実証実験の計画をピッチ形式で発表
していただきます。

発表内容について、SU支援に実績を有す
る有識者等による審査を実施し、採択SU
を決定いたします。

ピッチについて
・実証実験計画案の内容をもとに発表いた
だきます。
・1社あたり10〜20分間の発表（質疑応答を
含む）を予定しています。
・実施内容の詳細は、書類審査を通過したSU
に対し、個別に連絡いたします。

⑤ 実証実験の実施
採択されたSUは、実証実験計画案、及び決定した費用を踏まえて「実証実験計画」を作成
し、実証実験に係る必要な機材やシステム等の手配、協力企業等との調整を行います。準
備が整った企業から、実証実験を進めていきます。
実証実験の準備から検証まで、運営事務局がフォローいたします。詳細は、採択後にSUと
協議の上決定いたします。
※採択された事業の情報や実証実験の写真・動画を東京都が広報に利用させていただく
場合があります（財産権を伴う技術情報など、公表に適さないものを除く）。ご承諾いただ
ける方のみご応募ください。
⑥ 成果報告会
採択されたSUは、タームの終了時に成果報告を行っていただきます。
※2023年3月の最終成果報告会は、採択された全てのSUの参加を必須とします。
第1タームのみで実証実験を行う予定のSUについても、ご出席をお願いいたします。
実証成果に加え、その後の取り組み等を発表いただく場合があります。
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6. 実証実験にかかる役割分担
実証実験にかかる役割分担は、以下の通りです。
段階

運営事務局

公募

・公募

書類審査

・審査

面談・
マッチングサポート
ピッチ審査
実証実験の準備

採択SU
・応募資料の作成

・実証実験計画案の作成サポート
・SUと協力企業等とのマッチング
機会のセッティング

・実証実験計画案の作成

・ピッチ審査の企画・運営

・実証実験計画案の発表

・実証実験計画の策定サポート

・実証実験計画の策定
・実証に必要なプロダクト・サービス
の準備

・審査

・必要な物品等の手配サポート
・協力企業等との調整サポート

・希望する協力企業等とのマッチング

・実証実験に必要な物品等の手配
・協力企業等との調整

・必要な安全対策等の実施
実証実験の実施

・実証実験の実施サポート

・実証実験の実施
・実証実験の検証に必要なデータの
収集

実証実験の検証

・実証実験の検証サポート

・実証実験の検証

成果報告会

・成果報告会の企画・運営

・成果の報告

7. 応募方法
【募集期間】
第1期

2022年5月23日(月)〜６月10日(金)

第2期

2022年9月〜(予定)
【応募方法】

エントリーフォームに必要事項を入力し、企画提案書をアップロードのうえ、ご応募ください。
https://poc-ground.tokyo/

【企画提案書について】
本事業への応募には企画提案書の提出が必要です。
エントリーフォームから企画提案書のフォーマットをダウンロードし、作成してください
(PDF形式で5MB以内)。

複数事業での応募は可能ですが、その場合には事業ごとに企画提案書をご提出ください。
なお、採択される事業は1社あたり1事業までとなります。

※企画提案書のページ数は表紙を含め、15枚まででお願いいたします。
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8. 審査項目

採択SUの選定にあたっては、以下の審査項目、審査の視点に基づき、総合的に審査します。
① 事業の成長性

・ 実証実験の実施を踏まえた会社の成長戦略を描けており、
成長していく気概を感じられるか
・ 会社の成長を阻害する要因を明確に捉えられているか

・ 革新的なビジネスアイデアであり、
事業の拡大を見込めるか
② 事業の実現性

・ 事業化に向けたロードマップ及びその実現のための課題が明確か
・ これまで事業化に向けた取組を実施してきたか

・ 事業の実現に必要な時間が適切に検討されているか
③ 社会的貢献度

・ 事業を実現することにより、
社会的インパクトを与え得るか
・ 重点領域における経済の発展に寄与するか
・ 東京都の経済の発展に寄与するか
④ 実証実験の有効性、
実現性

・ 会社及び事業の成長に寄与する実証内容か

・ 具体的な実証実験の内容
（計画や方法、
費用、
成果指標など）
が適切に設定されており、
それが
実行可能か

・ 実証先の協力企業と連携し、
実証実験を行える見込みがあるか
・ 実証実験を実行するための体制が整っているか

9. 面談・ピッチ審査・成果報告会の開催場所
運営事務局の指定する東京都内の会場、もしくはテレビ・ウェブ会議ツールを使用します。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当面の間オンラインで実施します。
※詳細は、ホームページ上でご案内いたします。
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10. 留意事項
(1) 以下に該当する場合、審査対象外とさせて頂きますので、ご了承ください。
(ア) 応募内容に不備がある場合
(イ) 応募者が、応募に際し虚偽の情報を記載し、そのほか運営事務局に対して 虚偽の申告を行っ
た場合
(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、東京都及び運営事務局で本事業に
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、東京都及び運営事務局以
外の第三者に提供することはありません。
(3) 審査経過、審査結果に関するお問合せには応じられません。
(4) 本事業への参加が不適切であると東京都及び運営事務局が判断した場合には、途中で辞退いた
だく場合がありますのでご留意ください。
(5) SUの選定及び承認に関して、東京都及び運営事務局がSU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。
(6) 実証実験の実施は、関係法令等を遵守し、採択されたSUの責任で行ってください。実証実験の実
施に関して発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、採択されたSUがその費用
を負担してください。
(7) 本事業のピッチ審査、成果報告会への参加費用は無料です。(※ただし、交通費・通信費等は参加
者の自己負担となります)
(8) 本事業では広報を目的としたピッチ審査会、
実証実験風景及び成果報告の撮影を実施いたします。
なお、撮影及び映像の使用にあたっては、採択SUの同意を得ることといたします。

11. 問い合わせ先
本プログラムに関するお問い合わせは以下までお願いいたします。
東京都スタートアップ社会実装促進事業運営事務局
TEL: 050-5534-0663 (受付時間：平日10:00〜17:00)
E-mail: poc-ground@bornrex.com
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