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2019 年 2 月 5 日 
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 

 

「MURC アクセラレータ LEAP OVER 第 2 期」審査結果発表 
 

最優秀賞は inaho 株式会社「RaaS モデルによる次世代農業パートナーシップ」、 
優秀賞は CI Inc.『病児保育プラットフォーム事業「あずかるこちゃん」』、 

審査員特別賞は株式会社ロビット「AI を使った汎用型外観検査モジュール」に決定 
 

 
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社（以下 MURC）は、スタートアップによる革新的なビジネス

の立ち上げや事業化のスピードを加速させるアクセラレータプログラム「MURC アクセラレータ LEAP OVER」

を実施しています。去る 2 月 1 日、第 2 期採択企業 7 社の最終成果発表会“LEAP DAY”を開催し、審査の結果、

最優秀賞 1 社と優秀賞 1 社、審査員特別賞 1 社を決定いたしました。 

 MURC アクセラレータ LEAP OVER 第 2 期 審査結果 

最優秀賞 

inaho 株式会社 （代表取締役 菱木 豊 氏） 

 「RaaS モデルによる次世代農業パートナーシップ」 
優秀賞 

CI Inc.（CEO 園田 正樹 氏） 
 『病児保育プラットフォーム事業「あずかるこちゃん」』 
審査員特別賞 

株式会社ロビット （代表取締役 高橋 勇貴 氏） 
 「AI を使った汎用型外観検査モジュール」 

 最終成果発表会“LEAP DAY”の概要 
持続可能な地域社会をビジネスで実現する一次産業やシェアリングエコノミー領域で事業化を目指す7社が、4か月に

わたる事業化支援プログラムの成果としてビジネスプランを発表し、下記の観点から審査が行なわれました。 

 審査の観点 
① イノベーションの度合い（業界／社会をどう変えるか） 

② 市場の魅力度（規模、成長性） 

③ 経営者・チームの魅力 

④ サービス・商品の完成度（プログラム期間中の成長度） 

※最終成果発表会の詳細は添付の参考資料をご覧ください。 

 

【本件に関するお問い合わせ】 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 
Open Innovation Platform LEAP OVER 
経済政策部 兼 新事業開発室 主任研究員 LEAP OVER 責任者 杉原美智子 
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5-11-2 オランダヒルズ森タワー 
TEL：03-6733-3415（直通）  E-mail：michiko@murc.jp   

【報道機関からのお問い合わせ】 
コーポレート・コミュニケーション室  杉本・永野（TEL：03-6733-1005） 
E-mail：info@murc.jp 

https://inaho.co/
https://www.ci-inc.co.jp/
https://robit.co.jp/
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≪参考資料≫ “LEAP DAY”開催報告 

 最終成果発表会“LEAP DAY”について 
“LEAP DAY”は、本アクセラレータプログラムで 2018 年 10 月から 4 か月にわたって事業化を支援してき

たスタートアップの最終成果発表の場です。VC（ベンチャーキャピタル）メンター5 名とパートナー7 自治体、協力

企業 5 社と共に支援してきました。 
当日は企業・自治体等の総勢 200 名を超える皆様にご来場いただき、大変盛況な発表会となりました。本プロ

グラム（第 2 期）はこの成果発表をもって終了となりますが、MURC は引き続き二期生 7 社と接点を持ちなが

ら、今後もサポートしていく所存です。 

 
成果発表を行った７社と審査委員、LEAP OVER TEAM 

 成果発表を行った 7 社について 
 発表順 

1. 株式会社 via-at  
via-at コワーキングプラットフォーム 

2. 株式会社ポーラスター・スペース  
スペクトル・リモートセンシング 

3. ワークシフト・ソリューションズ株式会社  
テストマーケティング機能を持つ越境 EC 

4. 株式会社ロビット  
AI を使った汎用型外観検査モジュール 

5. 株式会社 UUUO  
水産業者間マーケットプレース 

6. inaho 株式会社  
RaaS モデルによる次世代農業パートナーシップ 

7. CI Inc.   
病児保育プラットフォーム事業「あずかるこちゃん」 

  

https://via-at.com/company
http://polarstarspace.com/
https://workshift-sol.co.jp/
https://robit.co.jp/
https://uuuo.co.jp/
http://inaho.co/
https://www.ci-inc.co.jp/
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 審査委員会について 

審査委員長 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 代表取締役社長 村林 聡 氏 

審査委員 fabbit 株式会社 取締役 鬼武 辰憲 氏 

 キャナルベンチャーズ株式会社 代表取締役 COO 保科 剛 氏 

 アーキタイプ株式会社 代表取締役／マネージングパートナー 中嶋 淳 氏 

 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 代表取締役 田島 聡一 氏 

 株式会社グロービス・キャピタルパートナーズ 代表パートナー 今野 穣 氏 

 D4V(Design for Ventures) ジェネラルパートナー 伊藤 健吾 氏 
 

・主催者：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 ・インキュベーションパートナー： 
fabbit 株式会社 

   
主催者代表として挨拶を行う村林

代表取締役社長 
基調講演にて講演を行う 

テクノロジー・エバンジェリストの梅木 
インキュベーションパートナーとして

挨拶をする鬼武取締役 

 

 スペシャルトークセッション 「今、日本に求められるイノベーションとは？～オープンイノベーションの現場から～」 
現在、とりわけ大企業の多くがオープンイノベーションに取り組み、スタートアップとの接点を求めている。

我々LEAP OVER でもそういった大企業や自治体によるオープンイノベーションのサポートをさせて頂いてい

る。今回のスペシャルトークセッションでは、オープンイノベーションを実践するスタートアップ 2 社と大企業

2 社をお招きし、両者の取組み・思いを伺いながら、オープンイノベーション最前線でどのような取組みがなさ

れているのか、その目的や成果を上げるためのポイントについてディスカッションを行いました。 

 

パネリスト アビームコンサルティング株式会社 金融・社会インフラビジネスユニット 

シニアマネージャー 吉田 知広 氏 

 三菱電機株式会社 デザイン研究所 未来イノベーションセンター 

グループマネージャー 山中 聡 氏 

 ZEROBILLBANK 株式会社 代表取締役 CEO 堀口 純一 氏 

 LiLz 株式会社 代表取締役社長 大西 敬吾 氏 

モデレータ 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社 

経済政策部 兼 新事業開発室 主任研究員 

LEAP OVER 責任者 杉原 美智子 
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「オープンイノベーションは単なる手段の 1 つ。イノベーシ

ョンの担い手であるスタートアップと共に日本の産業を活

性化することが狙い」 

 

左から順にパネリストの大西氏、同堀口氏、モデレータを務めた

当社杉原、パネリストの吉田氏、同山中氏 

 
 


