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2019年 7月 

三菱総合研究所×Oxentia Ltd LONDON Demo Day 

参加企業 募集要項 

 

株式会社三菱総合研究所 科学・安全事業本部 

Oxentia,Ltd 

 

1. 本事業の背景と目的 

三菱総合研究所と Oxentia Ltdは共同で医療系・バイオ系スタートアップを対象に、

ロンドンでのピッチイベント「LONDON Demo Day」を行います。 

近年、国内外において、ユニコーン企業1と呼ばれるスタートアップが勃興していま

す。2019 年 1 月時点で、既に世界では 300 を超えるユニコーン企業が存在しており、

わが国でも、未来投資戦略 2018において、2023年までに 20社のユニコーン企業を創

出することを目標としています。しかし、国内の投資規模は海外と比較すると小さく、

スタートアップがユニコーン企業と言われる規模まで成長するには、国内だけでなく

世界を見据えた事業展開が重要と考えられます。2 

また、国内における医療系・バイオ系ベンチャーに対する投資環境は依然発展途上で

あり、海外の投資環境へのアクセス機会整備も重要と考えられます。 

そこで、三菱総合研究所と Oxentia Ltd は国内の医療系・バイオ系のスタートアッ

プと海外VC/事業者を英国現地でマッチングする LONDON Demo Dayを開催します。

プログラム内では、以下のイベントを実施いたします。 

 

⚫ 海外メンターによる 1DAYワークショップの開催 

⚫ 本プログラム内の選考を通過したスタートアップ企業 10社と海外VC/事業者の

交流の端緒となるピッチイベントの開催 

 

なお、今回は試行的プログラムの位置づけのため、参加料は無料です。3 

  

                                                   
1 未上場、時価総額 10億ドル以上、創立 10年以内の条件を満たすテクノロジー企業 
2 2018年にユニコーンとなった企業の約 8割が複数国で事業展開を進めています。 
3 ただし、プログラムに要する交通費等の諸費用は参加企業様に負担いただきます。 
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2. 実施概要 

(ア) イベント概要 

本プログラムは、国内スタートアップ企業のアクセラレーションを目的とした、

2019年 9月から 2019年 11月下旬までの短期集中型プログラムです。プログラム

は、大まかに分けて①1DAYワークショップ、②ピッチイベントまでの準備、③ピ

ッチイベントの 3つで構成されています。 

 

 

 

① ワークショップ 

事前の書類選考を通過したスタートアップ企業に対し、ロンドンで開催さ

れるピッチイベントに向けたレクチャー、およびピッチイベント参加者を決

定するためのミニピッチコンテストを実施いたします。4開催地は都内（今後

決定）、開催日は 2019年 9月 5日（木））の予定です。レクチャーは Oxentia

社のメンターにより実施されるため、原則的に英語でのレクチャーとなりま

す（通訳はございません）。 

当日は午前中～夕方まで、海外 VCとの付き合い方等、種々のレクチャーを

受けていただき、その後、ミニピッチコンテストを実施いたします。コンテス

トの結果から、ロンドンでのピッチイベントに参加する 10社が選定されます。

ピッチコンテスト参加企業は、Oxentia社のメンターが選定いたします。 

  

                                                   
4 本年は試行的位置づけのため、三菱総合研究所及び Oxentia Ltdの協議により、事業分

野や規模、投資ステージ等を鑑みて参加企業を決定いたします。 

LONDON 
Demo Day

• ワークショップ参加企業
（15社程度）を募集

• 応募多数の場合、選考
を実施

ピッチの準備ワークショップ募集期間

～8/9 17時 9/5（木） ～ピッチイベントまで 11月下旬

• 海外専門家によるレク
チャーを実施

• ミニピッチを行い、最終的
な参加企業を選定（10
社程度）

• ピッチの準備を支援 • London現地にて、VC
等の前でピッチを実施
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表 1 ワークショップ想定スケジュール 

AM 

8:40 – 9:00 Registration 

9:00 – 9:30 Workshop Introduction & Briefing 

9:30 – 10:15 One min pitch by 15x entrepreneurs 

10:15 – 10:30 Best practice strategies and case studies for life science SMEs to 

partner with European corporates. 

10:30 – 11:15 Coffee break 

11:15 – 12:00 Best practice strategies and case studies for life science SMEs in 

engaging, managing and closing finance rounds with European early 

stage life science investors 

PM 

13:00 – 14:00 Internationalization strategies of life sciences start-ups in Europe 

14:00 – 14:40 Demand-led Peer to Peer Learning Session to knowledge share 

experiences between delegates and Oxentia training team.  

14:40 – 15:00 Coffee break 

15:00 – 15:30  Final Pitch preparation & practice for 3-min pitch 

15:30 – 17:00 Pitching Session for 15x SMEs (3-min pitch + 3 min Q&A) 

17:00 – 18:00 Networking reception 
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② ピッチイベントの準備 

上記①内におけるミニピッチコンテストを通過した 10社は英国ロンドンで

開催されるピッチイベント開催まで準備をいただきます。1DAYワークショッ

プでは、三菱総合研究所及び Oxentia が準備方法や課題を提示するため、そ

れを参考に準備をしていただきます。なお、準備期間中は三菱総合研究所及び

Oxentiaが質問対応等を随時受け付けます。 

 

③ LONDON Demo Day（ピッチイベント） 

 2019年 11月下旬（今後決定）に、ロンドンにて、2日間のピッチイベント

を実施する予定です。本ピッチイベントには、欧州の VC/事業者が参加する予

定です。 

初日は、各企業 10分間のピッチイベントが開催されます。ピッチイベント

の後、参加 VC/事業者とのネットワーキングの機会がございます。 

2 日目は、Oxentia 社のファシリテートおよびサポートを受けつつ、参加

VC/事業者とピッチ企業との議論の機会を設け、海外関係者とのマッチングを

推進いたします。 

 

表 2 LONDON Demo Day 想定スケジュール 

DAY 1 

17:00-17:20 Registration 

17:20-17:30 Welcome speech by an invited VIP guest 

Briefing & Introduction to the Demo Sessions by Oxentia.   

17:30-19:10 10-min Demo (pitch) Presentations (including Q&A) by 10x 

Japanese life sciences entrepreneurs 

19:10-20:00 Facilitated Networking Session between Investors/Partners and 

Japanese entrepreneurs 

DAY 2 

09:00-17:00 Oxentia facilitated and supported follow on discussions between 

interested investors/ partners with 10x Japanese entrepreneurs at 

various agreed locations around London and SE England 

 

(イ) 参加費用 

⚫ 参加料：無料 

⚫ 旅費：参加者負担（都内での 1DAY ワークショップやロンドンでのピッチイ

ベント参加時の旅費・宿泊費など） 
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3. 募集要件 

以下の（ア）から（エ）の全てを満たす企業さまからのご応募をお待ちしています。 

(ア) 医療系・バイオ系の分野のスタートアップであること 

(イ) 設立から 5 年程度であること（ただし、設立 5 年以上でも「想い」があれば応相

談！） 

(ウ) 原則、東京でのワークショップ、ロンドンでのピッチイベントの両方にご参加いた

だけること 

(エ) イベント開催期間及び開催後に実施する三菱総合研究所からのアンケート・イン

タビュー調査にご協力いただけること 

 

4. 採択件数 

最大 15件（医療・バイオ系であれば、医薬品、医療機器、再生医療等製品、体外

診断薬等、分野問わず募集いたします） 

 

5. 応募方法 

(ア) 応募ウェブサイトから「応募フォーム」をダウンロードし必要事項をご記載の上、

以下のメールアドレスにご提出ください。 

 

＜必要事項＞ 

・企業名 

・設立年 

・担当者名 

・E-mail 

・電話番号 

・企業 webサイト 

・主要事業の内容（200字程度） 

・応募理由（200字程度） 等  

 

提出用メールアドレス：info_global@ml.mri.co.jp 

 

※事業や製品の紹介のために、資料等を添付いただいても構いません。  

  なお、ピッチで公開を想定している情報よりも機密性が高い情報は不要です。 

 

(イ) 応募スケジュール 

2019年 8月 9日(金)17:00 提出〆切 

 

 

(ウ) 選考方法 

株式会社三菱総合研究所及び Oxentia Ltd にて協議のうえ、採択企業を決定いた

します。 

mailto:info_global@ml.mri.co.jp
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(エ) 応募時の個人情報に関して 

別紙「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。応募時点で、本内容に同意

いただいたものとみなします。 

 

6. 説明会 

(ア) 7/29（月）10 時から、三菱総合研究所にて本事業の説明会を行います。所要時間

は 1時間程度です。 

 

(イ) 参加方法 

以下のメールアドレスに、参加する旨をご連絡ください。 

 

参加希望連絡用メールアドレス：info_global@ml.mri.co.jp 

 

メールには以下の事項を記載してください。 

⚫ 参加者氏名 

⚫ 所属企業名 等 

 

(ウ) 実施場所 

〒100-8141 

東京都千代田区永田町二丁目 10番 3号 

https://www.mri.co.jp/company/info/office/index.html 

 

詳細は、参加希望頂いたメールに折り返して連絡いたします。 

 

(エ) 参加時の個人情報に関して 

別紙「個人情報の取扱いについて」をご確認ください。応募時点で、本内容に同意

いただいたものとみなします。 

 

7. お問い合わせ先 

株式会社三菱総合研究所 科学・安全事業本部 

産業イノベーション戦略グループ 

担当：松浦・太宰・八巻 

メールアドレス：info_global@ml.mri.co.jp 

 

以 上 

 

mailto:info_global@ml.mri.co.jp

