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ベンチャー企業との協業に関心をお持ちの方を対象に 

「イノベーションピッチ」 参加企業を募集します！ 

 京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、２０２０年１１月１２日（木）、株式会社 東京証券取引所／

株式会社 日本取引所グループとともに開催する「京銀・東証イノベーションピッチ２０２０」への

参加企業を募集しますのでお知らせいたします。今回はオンラインでの開催となります。 

本イベントでは、新規事業創出を支援する株式会社 フェニクシーによる講演、京都大学と関係のあ

る研究開発・技術系スタートアップ企業８社によるプレゼンテーション等を行います。新規ビジネス

を模索する企業や研究機関等、新たなビジネスパートナーをお探しの方は、ぜひご参加ください。 

当行では、新産業の創出支援を通じ、持続可能な経済成長の実現に向けて、地域の発展と成長

に貢献できるよう取り組んでまいります。 

記

開催概要  

名  称 京銀・東証イノベーションピッチ２０２０ Powered by KYOTO UNIVERSITY  

日  時 ２０２０年１１月１２日（木）１５時００分～１７時５０分 

開催形式 オンライン（Webex ウェビナー） 

内  容 

【オープニングトーク】株式会社 フェニクシー 

【プレゼンテーション】８社（１社１０分・質疑応答５分） 

京都発の研究開発・技術系スタートアップ企業８社によるプレゼンテーション 

【エンディングトーク】京都大学イノベーションキャピタル株式会社 

プレゼンテーション 
企 業 

・株式会社 AFIテクノロジー 代表取締役社長 円城寺 隆治 氏 

・株式会社 オーシャンアイズ 取締役 笠原 秀一 氏 

・京都フュージョニアリング株式会社 代表取締役 長尾 昂 氏 

・CONNEXX SYSTEMS株式会社 代表取締役 塚本 壽 氏 

・株式会社 ディーピーエス 代表取締役 白 鴻志 氏 

・株式会社 ネイチャーギフト 代表取締役 石崎 恵治 氏 

・株式会社 U-MAP 代表取締役社長 西谷 健治 氏 

・株式会社 Luxonus 取締役CTO 八木 隆行 氏 

主  催 株式会社 京都銀行、株式会社 東京証券取引所／株式会社 日本取引所グループ 

共  催 
京都大学、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、 
京銀リース・キャピタル株式会社 
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協  力 

京都府、京都市、京都商工会議所、公益財団法人 京都産業２１、 
公益財団法人 京都高度技術研究所、一般社団法人 京都知恵産業創造の森、 
株式会社 フェニクシー、株式会社 TLO 京都、京大オリジナル株式会社、 
Plug and Play Japan 株式会社 

定  員 先着３００名 

対  象 
・新規事業展開やベンチャー企業との協業に関心をお持ちの企業・経営者 
・企業の経営企画部門や技術開発部門、新規事業部門の担当者 等 

参加費用 無 料 

申込方法 

当行ホームページ内「セミナーのご案内」ページよりお申込みください。 
https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/index.html 
※当行ホームページ －「法人・個人事業主のお客さま」－「ビジネス支援」－「京銀主催のセミナー情報」 

参加方法につきましては、お申込みいただいた後にメールでご連絡いたします。 

申込期限 
２０２０年１０月３０日（金） 
 ※定員になり次第、期限前でもお申し込みを締め切らせていただきます。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

以  上 

 

営業本部 法人総合コンサルティング部 TEL：075-361-2293 FAX：075-351-8341 

京都銀行グループでは、従来から「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念に基づいた企業活動を行ってまいりま

した。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践であるSDGs達成に向け、地域の社会課題の解決に貢献してまい

ります。なお、関連するプレスリリースにその目標であるSDGsのアイコンを明示しております。 

【SDGs】2015年 9月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての 2030年までの世界共通目

標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。 



 本イベントでは、大企業在籍者の新規事業開発・起業を支援する株式会社フェニクシーと京都大学発ベンチャーキャピタルの京都

大学イノベーションキャピタル株式会社の講演、京都大学と関係がある研究開発・技術系スタートアップ企業８社によるプレゼンテー

ションを開催します。本年におきましては、新型コロナウイルスの影響を考慮し、オンラインでの開催とさせていただきます。新規ビジネス

を模索する企業、研究機関、支援機関、ベンチャーキャピタルなど、多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

(2020年10月16日現在） 

開 催 日 時 2020 年 11 月 12 日(木) 

15：00～17：50（受付開始14：30～） 

定員 ： 300名様 
※先着順 
定員になり次第 
申し込みを締め切ります。 
 
参加費： 無 料 

  オンライン（Webex）  
会 場 

プレゼンテーション ８社  (プレゼン１社10分・質疑応答5分) 

主催： ㈱京都銀行、㈱東京証券取引所／㈱日本取引所グループ      共催： 京都大学、京都大学イノベーションキャピタル㈱ 
                                                     京銀リース・キャピタル㈱ 
協力： 京都府、京都市、京都商工会議所、(公財)京都産業21、 (公財) 京都高度技術研究所、（一社）京都知恵産業創造の森、㈱フェニクシー、 
      ㈱TLO京都、京大オリジナル㈱、Plug and Play Japan㈱ 

株式会社AFIテクノロジー 
代表取締役社長 円城寺 隆治 氏 
 
『数多（あまた）の細胞の中から、欲しい細胞を無傷で取り出
す。』革新的分離技術“AMATAR”で世界を変えます。 

株式会社オーシャンアイズ  
取締役 笠原 秀一 氏 
 
海洋に関するデータの解析、当該解析に係る機器の開発 

株式会社ネイチャーギフト 
代表取締役 石崎 恵治 氏  
 
セルロース・ナノファイバーを利用した樹脂コンパウンドの製造・
販売 

株式会社ディーピーエス 
代表取締役 白 鴻志 氏 
 
DualPore    粒子技術を応用した製品の製造・販売 

株式会社U‐MAP 
代表取締役社長  西谷 健治 氏 
 
電子機器に使用される「絶縁樹脂」に充填して、放熱
性を高める「AIN（窒化アルミニウム）ウィスカー」の高
効率大量合成手法を確立 

京都フュージョニアリング株式会社 
 代表取締役 長尾 昂 氏 
 
 
核融合炉に関する装置の研究開発・設計・製造、 
 
装置・コンポーネントの輸出 

オープニングトーク 株式会社フェニクシー  
 京都大学吉田キャンパス近くでレジデンス付き異業種連携インキュベーター施設「toberu」を運営し、大企業在籍者の新規 
 事業開発・起業を多面的に支援をする居住型インキュベーションプログラムを提供。 

株式会社Luxonus 
取締役CTO 八木 隆行 氏 
 
光超音波技術を応用した新しい画像撮影装置の製
品開発 

CONNEXX SYSTEMS株式会社  
 代表取締役 塚本 壽 氏 

 
次世代型発蓄電システムの開発、製造、販売、企画、設計、 
システム・インテグレーション 

エンディングトーク  京都大学イノベーションキャピタル株式会社  
世界トップレベルの研究機関である京都大学の研究成果を活用し、次世代を担う産業の創造に、投資活動を通じて貢献する
ことを目的として、京都大学の100%出資子会社として設立されたベンチャーキャピタル。 

 
ＴＭ 



下記URL及びQRコードで申込受付フォームにアクセスいただき、お申込み下さい。 

https://www.kyotobank.co.jp/houjin/seminar/index.html 

（京都銀行ホームページ⇒法人・個人事業主のお客様【ビジネス支援】⇒セミナー情報） 

※事前申込をいただいた方に限り、参加ＵＲＬ等をメールで開催日前日までに送信させていただきますので、 
  お申込みの際に必ずメールアドレスをご登録ください。 
※迷惑メール対策により、当行からのメールが「迷惑メールフォルダ」に振り分けられたり届かない場合があります。 
 下記のドメインからのメールを受信可能に設定してください。 
 ＠kyotobank.co.jp 
※コンタクトのご希望及びご質問があるピッチ登壇企業がございましたら、申込受付フォーム備考欄に記載の上、お申込み下さい。 

 

 
 

■ 開催要領  

京銀・東証イノベーシ ョ ン ピ ッ チ 2020 Powered by KYOTO UNIVERSITY    

※上記項目にご記入いただきました情報は、主催者、共催者で共有させていただくとともに、本イベントの運営上の管理および各種 

  ご提案のためのみに利用し、それ以外の目的には使用いたしません。また、後援者及びピッチ登壇企業には、ご記載いただいた項目 

  のうち、「会社名」のみ共有させていただきます。この旨同意いただいた上で、お申し込みくださいますようお願い致します。 

 

              京都銀行 営業本部 法人総合コンサルティング部 担当：間宮 TEL 075-361-2293                           
                   【受付時間 9：00～17：00（月～金）※ただし、銀行休業日は除きます。】 
＜お問い合わせ先＞ 

■ 申込方法  

開催日程 ２０２０年１１月１２日（木）１５：００～１７：5０（受付開始は14：30～） 

開催場所 
オンライン（Webex） 

※アクセス方法につきましては、お申込みいただいた後にメールにてご連絡いたします。 

定 員 ３００名  ※多数のご応募をいただいた際にはお申込みいただけない場合もございます。 

参加費用 無 料 

申込期限 ２０２０年１０月３０日（金） 

プログラム 

15：00  開会の挨拶  ㈱京都銀行 

15：10  オープニングトーク 

 ㈱フェニクシー；https://www.phoenixi.co.jp/  

15：30  スタートアップ企業計8社のピッチ（1社10～15分程度） 

        ㈱AFIテクノロジー；https://afi.co.jp/ 

        ㈱オーシャンアイズ；https://oceaneyes.co.jp/ 

        京都フュージョニアリング㈱；https://kyotofusioneering.com/ 

        CONNEXX SYSTEMS㈱；https://www.connexxsys.com/ 

        ㈱ディーピーエス；https://www.dps-inc.co.jp/ 

        ㈱ネイチャーギフト；※現在、ホームページはございません 

        ㈱U-MAP；http://www.umap-corp.com/ 

        ㈱Luxonus； https://www.luxonus.jp/ 

        ※ご質問は事前にお受けいたします。下記申込受付フォームにご記載ください。 

17：30  エンディングトーク 

京都大学イノベーションキャピタル㈱；https://www.kyoto-unicap.co.jp/  

17：40  閉会の挨拶 ㈱東京証券取引所 

17：50  終了 
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