京都スタートアップエコシステム 支援策一覧
調達額
定義

産業分野別の⾊分け︓対象特定なし︓⽔⾊

⾏動

ライフサイエンス︓紫 ハードウェア︓オレンジ /

グリーン・モビリティー︓緑
３億円以上〜１５億円未満

3,000万円以上〜3億円未満

前期プレシード期（起業前）

後期プレシード期

新技術の活⽤・ビジネスモデルのアイデアを創出、それを具体化していく段階
SUの⼀般的な

/

０〜3,000万円未満

前期シード期（起業時）

前期アーリー期（プロダクト完成後）

後期シード期

製品開発及び初期のマーケティング、試作製造及び販売活動に向けた実証実験・社会実装の

研究、製品開発、コアスキルの開発によりビジネスモデルの慨形が完成した段階

ビジョンの明確化、会社設⽴⽅法、⼈材確保（経営者層・インターン）、資⾦調達

後期アーリー期

準備段階
市場の獲得と販路の確保、製品・サービスの改善、マーケティング、追加開発投資資⾦の調達

ビジネスモデルの確⽴、技術的優位性の確⽴、成⻑への道筋の検討、開発資⾦の調達

【京都市・ASTEM】
ユースアントレプレナーシップ事業
【中信・ASTEM】 京都起業家ゼミ（＊）
【知恵森】 Kyoto Startup Monthly Discussion
【知恵森】 Kyoto Startup Challenge（＊）
【知恵森】 スタートアップ VC壁打ち、⼠業相談
【ASTEM】 京都起業塾（＊）
【ASTEM】 ビジネスモデルワークショップ

⼈材

【信⽤保証協会】 「チャレンジ」創業バリューアップサポート
【京商】 創業塾（＊）
【京商】 創業セミナー
【京商】 起業家ひざ詰め交流会
【PnP】 京都⼤学 × Plug and Play Kyoto INCUBATION PROGRAM（国内外MBA⽣×京⼤技術シーズ）︓将来のCXO⼈材のマッチング
【京商】 学⽣起業家向け出張相談会
【PnP】 PnPKYOTO×KUMBL（国内外MBA⽣×京⼤技術シーズ）︓将来のCXO⼈材のマッチング
【京⼤・icap】 Entrepreneur Candidate Club（ECC-iCAP）
【京商】 ビジネスリーダー育成セミナー
【EO京都・知恵森・京銀・京商】 Kyoto Innovation Base

【京商】 京商イブニングピッチ(資⾦調達⽀援)

資⾦調達

【京都府・京都産業21】 京都発 スター創⽣事業（ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業の資⾦調達⽀援）

⽀援

【三菱UFJ銀⾏】 Rise Up Festa(起業2年〜10年程度のスタートアップ向けのビジネスコンテスト）

【信⽤保証協会】
制度融資「開業・経営承継⽀援資⾦」
【taliki】 talikiファンド 社会課題解決ベンチャーへの投資ファンド（500万円~3000万円/社）
【PnP】 Plug and Play Ventures（500万円~1500万円/社）
【京都市・FVC・中信・京信・KRP・公庫】
京都市スタートアップ⽀援ファンド
2.6億(500万円〜1000万円/１社)
【京都信⽤⾦庫】
イノベーションＣファンド ５億円（2000万円/社）

資⾦調達

【MZV】 Monozukuri1号ファンド 20億円(組⼊終了),2号ファンド 調達中 (3000万円-1億円/社)

（出資・融資）

【栖峰】 栖峰投資ワークスファンド 20億(3000万円〜5000万円/社)
【京⼤認定（⽇本ベンチャーキャピタル㈱】 ②54億(3000万円〜2.5億/社) ※ミドル、レイターもありうる
【京⼤認定（みやこキャピタル㈱】 ①73.3億 ②142.1億(3000万円〜５億/社) ※ミドル、レイターもありうる
【京⼤・iCAP】 京⼤iCAPファンド iCAP1号︓160億円 (2.3億円/社) iCAP2号︓181億円 (2億円/社)
【フェニクシー】 toberuファンド1号︓3.1億円【〜5000万円/社】
【京都中央信⽤⾦庫】中信ベンチャー・投資ファンド6号 3億(1000万円〜2000万円/社)
【京銀】 京銀輝く未来応援ファンド2号 20億円 （1000万円〜1億円/社）
【京都産業２１・京都府】 京都スタートアップ エンジェルコミュニティ
⾦融機関による融資

【ASTEM・ライフイノベーション創出⽀援センター】 ⾰新的医療助成
【京都市・ASTEM】 次世代産業 × ⼤学発ベンチャー 社会課題解決のための技術開発プロジェクト
【国・京都市など】特定創業⽀援等事業
対象セミナー等（＊）の受講で、設⽴時の登録免許税減免、地⽅⾦融機関から特別利率適⽤
【国（KSAC）】GAPファンドによる事業化⽀援

資⾦調達

【京都府】 スマートシティ推進スタートアップ⽀援補助⾦

（補助⾦等）
（補助⾦）

【京都市・ASTEM】 スタートアップによる社会課題解決事業
【京都府】 起業⽀援事業費補助⾦
【三菱UFJ銀⾏】 三菱UFJ技術育成財団助成⾦（スタートアップ向けの助成⾦制度）
【京都府・京都産業２１】産学公の森推進事業補助⾦、次世代地域産業推進事業補助⾦
【京都市】企業⽴地促進制度補助⾦（京都市内初進出⽀援制度 / お試し⽴地⽀援制度）

【⺠間企業】 Startup Weekend Kyoto(3⽇間のアイデアソン)
【知恵森】 KOINアクセラレーションプログラム
【ASTEM】 スタートアップベンチ
【フェニクシー】 フェニクシーインキュベーションプログラム@toberu

アクセラ・
インキュベーショ
ン

【KRP】 Miyako起業部
【京⼤】 京⼤プレインキュベーション事業
【京都府】 京都アクセラレーションプログラム （⼤企業からの新規事業創発プログラム）
【（再掲）EO京都・知恵森・京銀・京商】 Kyoto Innovation Base
【ASTEM・ライフイノベーション創出⽀援センター】 KYOTO発起業家育成プログラム
【三菱UFJ銀⾏】 MUFGデジタルアクセラレータ（AI・IOT系スタートアップ向けのアクセラレーションプログラム）
【PnP】 アクセラレータープログラム（ヘルスケア）
【PnP】 アクセラレータープログラム（新素材）

【けいはんな】 Fabスペース（ものづくり試作コミュニティ）
【MZV・京都市】 Kyoto Makers Garageによる量産化試作⽀援
【中セン】 企業連携技術開発⽀援事業による開発⽀援
【けいはんな】 Clubけいはんな（住⺠ぐるみでのマーケティング⽀援）

開

技
発
術
⽀
・
援

【ASTEM】 研究開発資⾦(サポイン) 申請⽀援及びプロジェクト管理
【京都市産技研】 技術相談，試験分析，共同研究等
【けいはんな】 メタコンフォート・ラボ(MC-Lab)
【けいはんな】 ロボット技術センター（動作実証スペースの提供）
【MZV・試作ネット】 京都試作ネットによるプロトタイピング⽀援
【けいはんな】 公道⾛⾏実証実験プラットフォーム（K-PEP）
【京都発明協会】知財の無料相談
【中セン】 公設試による試験機器の貸与

調達

【京都市】 ベンチャー購買

⽀援

【京都府】 チャレンジバイ制度

１５億円以上〜５０億円未満

５０億円以上〜

ミドル期（⼤型資⾦調達後）

レイタ―期(収益拡⼤期)

定期的な⽣産および出荷を開始、在庫または販売量が増加し始める段階

持続的なキャッシュ・フローで事業が安定、事業のコアスキルを多⾓化する段階

量産体制整備、販路拡⼤・流通整備、競争戦略⽴案・実⾏、事業会社等との連携、設備投

市場の再拡⼤、会社の組織体制整備、内部統制確⽴、競争戦略の改編、

資・⼈員増等の⼤規模資⾦調達

⻑期的視点の導⼊

調達額
定義

０〜3,000万円未満
前期プレシード期（起業前）

３億円以上〜１５億円未満

3,000万円以上〜3億円未満
後期プレシード期

前期シード期（起業時）

新技術の活⽤・ビジネスモデルのアイデアを創出、それを具体化していく段階

前期アーリー期（プロダクト完成後）

後期シード期

後期アーリー期

製品開発及び初期のマーケティング、試作製造及び販売活動に向けた実証実験・社会実装の

研究、製品開発、コアスキルの開発によりビジネスモデルの慨形が完成した段階

準備段階

１５億円以上〜５０億円未満

５０億円以上〜

ミドル期（⼤型資⾦調達後）

レイタ―期(収益拡⼤期)

定期的な⽣産および出荷を開始、在庫または販売量が増加し始める段階

持続的なキャッシュ・フローで事業が安定、事業のコアスキルを多⾓化する段階

【KRP】 MoveOn「⼤企業×学⽣」による社会課題テーマのアイデアソン
【京都⼤学デザインコンソーシアム】 京都⼤学サマーデザインスクール
【KSAC（ECP-kansai）】⼤学の研究シーズと経営者候補のマッチング事業
【知恵森】 ⼤学発ベンチャーピッチ
【知恵森】 RouteX連携ピッチ
【京商】 京商イブニングピッチ
【京都市】 公⺠連携・課題解決推進事業「KYOTO CITY OPEN LABO」（スタートアップと⾏政課題解決のマッチング）
【ASTEM】 国内⼤企業とのオープンイノベーションイベント
【京都産業２１・京都府】 京都スタートアップ エンジェルコミュニティ
【京都⼯業会】モノづくりイノベーションネットワーク

マッチング

【京都市・ASTEM】 スタートアップと学⽣・留学⽣の交流促進
【京阪神三商⼯会議所】 スタートアップと中堅・中⼩企業とのマッチング事業
【京都市・ASTEM】 京都オープンイノベーションカンファレンス
【京都産業２１】 京都商談ナビ（ビジネスマッチングサイト）
【京商・⼤商他】 グローバル・イノベーション・フォーラム/GIF⽇本代表選抜コンテスト
【京銀】 京銀・東証イノベーションミーティング
【三菱UFJ銀⾏】 ベンチャー商談会（スタートアップの技術と⼤企業・中堅企業ニーズをマッチング）
【三菱UFJ銀⾏】 Business Link商売繁盛（全国ネットワークを活⽤した商談会）
【三菱UFJ銀⾏】 海外商談会（海外ネットワークを活⽤した商談会）
【京銀】京銀スタートアップ紹介サービス「LiNK∞S（リンクエス）」

【JETRO】 始動Next Innovator（起業家育成プログラム） 【OUT】
【京都⼯繊⼤】 Kyoto Startup Summer School 【IN】
【JETRO・京都府・京都市】 Startup Capital Kyoto スキーム 外国⼈起業家⽀援（スタートアップビザ）【IN】 （経営相談・法⼈登記等⼠業サポート・コワーキング無償貸与・オフィス賃料補助、アクセラ）
【JETRO】 京都⼤学オープンイノベーション⽀援デスク【IN・OUT】

海外展開

【京都府】 スタートアップグローバル知財サポートデスク（知財海外展開相談窓⼝）【OUT】

（IN・OUT）

【MZV】 ハードウェアカップ【OUT】
【けいはんな】 KGAP+【IN・OUT】 PoCをゴールに⽇本企業とマッチング （PoC提案できる製品・サービスが必要）
【JETRO】 JETRO Innovation Program（Boot Camp、メンタリング、展⽰会、ピッチからなる海外ハンズオン⽀援）、Global Acceleration Hub（海外26拠点アクセラレーター・VCと提携したメンタリング、ビジネスマッチングサービス）【OUT】
【京阪神連携】 KGAP+【IN・OUT】とHack Osakaの連携事業

【taliki・KRP】 Beyond Kyoto
【量⼦科学技術研究開発機構】 認定ベンチャー制度
【京都府】 BitSummit（コンテンツ系）
【京都市・ASTEM】 京都市ベンチャー企業⽬利き委員会
【京都市・京都市ソーシャルイノベーション研究所（SILK)】 これからの1000年を紡ぐ企業認定
【京商】京都知恵・アントレ⼤賞

企業認定

【京都市産技研】 知恵創出"⽬の輝き" 企業認定

⼤規模

⾦融機関によるスタートアップ⽀援イベント（京信地域の起業家アワード、RISEUPフェスタなど）

イベント等

【京都府】 京都府元気印中⼩企業認定（京都府応援条例）
【京都府】 経営⾰新計画承認
【KRP・京都府・京都市・JETRO・京⼤】 HVCKYOTO
【⺠間団体】 Kansai Future Summit（R2年度のみ）
【京都府・京都市・けいはんな等】 スマートシティーエキスポ（グリーンイノベーション関連）
【ASTEM】 オスカー認定制度

：Kyoto Startup Ecosystem ホームページにて、関連ニュース、イベント、⽀援メニューについて⽇々更新。またエコシステムのキーパーソンやエコシステムの特性についても掲載（英語でも配信）

⼀元的な情報発信（国内・国外）

京都エコシステムの対外的PR（⾸都圏）：⾸都圏を中⼼に、各種イベントでエコシステムをPR（docomoベンチャーズ共催イベント【R3.4.22】/ 01community conference「地⽅で創るスタートアップエコシステム」PR【R3.6.24】/ Forbes Rising Star Award「京都がスタートアップの街として注⽬されるワケ」【R3.7.1】）
京都エコシステムの対外的PR（国外）

：Startup Guide Japan 2020発⾏ /

京阪神共同での海外向け動画PR

京都の起業家コミュニティー
京都⼤学起業部、京⼤起業部インタ-ナショナル、KRP起業部、ＫＩＥＣ(Kyoto International Entrepreneurs Community)、京都⼯芸繊維⼤起業部、taliki、KOIN利⽤者、Startup Capital Kyoto（オンラインコミュニティ） 等

⽀援施設（コワーキング・インキュベーション施設） 以下の⼀部施設は、「Kyoto Startup Homebase」にて閲覧可能。
オープンイノベーションカフェ（KOIN)、STC3、京都市成⻑産業創造センター、京⼤桂ベンチャープラザ、クリエイションコア京都御⾞、イノベーションハブ京都、D-lab、Kyto Makers Garage、京都リサーチパーク(たまり場＠KRP)(Canopy＠KRP)、Toberu、engawaKYOTO、アンドワーク京都、FVC Mesh KYOTO、MTRL KYOTO、
ワコールスタディーホール京都、SPACE KANTE、Impact Hub Kyoto、Ogyaaʼs 御池、 oinai karasuma 、オトナリラボ こどもとはたらく コワーキングスペース、GROVING BASE、コミュニティラボN5.5、CIGOTO no BA、Coworkation Village MAIZURU、⽊津川PORT、Garden Lab、ライフイノベーション創出⽀援センター、Question、けいはんなプラザ、きぎょうサポー
トオフィス(京銀)、Unicorn(ATR)、順⾵bizQ、ServiceOffice W 京都駅前、府内コワーキング施設 等

京都のスタート

DeepForest Technologies（株）、（株）Kyoto Meditation Center、

(株)BugMo、イーセップ(株)、ものレボ(株)、（株）アロマジョイン（株）CharacterBank、

(株)データグリッド、(株)Space Power Technologies、マイキャン・テクノロジーズ(株)、

CONNEXX SYSTEMS(株)、Baseconnect(株)、(株)FLOSFIA、ミツフジ(株)、(株)坂

アップ（例⽰）

HiLung（株）、クアドリティクス（株）、（株）ソフトマターシミュレーションズ、（株）TSK、

ArchiTech（株）、Symbiobe（株）、（株）ランプ、emol（株）、Flora（株）、

(株)Stroly、(株)AFIテクノロジー、アトモフ(株)、(株)HACARUS、Nota.(株) 、(株)マイ

ノ途中、(株)Atomis、、iHeart Japan(株)、京都フュージョニアリング（株）、(株)糖鎖⼯

（株）KOHII、（株）LifeCoach、ファンフォ（株）、Ghoonuts（株）、（株）ソラハル、

（株）Casie、（株）バックテック、（株）OKファイバーテクノロジー

オリッジ、mui Lab(株)、メトロウェザー（株）、トレジェムバイオファーマ（株）、リージョナル

学研究所、サイアス（株）

※資⾦調達額は
INITIALに基く

(株)メガカリオン、(株)アドインテ

フィッシュ（株）

（株）AZOO
【⼤阪】 O-SAP(OIH シードアクセラレーションプログラム)
【⼤阪】⼤学技術シーズと⼈材マッチング（⼤阪⼤学技術シーズ×⼤企業⼈材等（OIHなど）

【神⼾】 UNPOS GIC（国連機関が、スタートアップの技術を⽤いて調達⽀援を実施）
⼤阪・神⼾の⽀援

【神⼾】 アーバンイノベーション神⼾（スタートアップによる⾏政課題解決・実証フィールドの提供）

メニューの活⽤

【⼤阪・国外VC】Startup World Cup
Kansai Future Summit
【⼤阪】GET IN THE RING
【⼤阪】Hack Osaka ⼤規模な国際カンファレンス

スタートアップの育成（⽇本版SBIRの抜本改⾰︓特定新技術補助⾦・研究開発成果の社会実装を随意契約等で調達）
ランドマークプログラムの誘致⽀援（海外トップアクセラレーターによるプログラム提供）
スタートアップの創出（拠点都市の⼤学に対する⽀援）
EDGE-NEXT等による⽀援（アントレプレナーシップ教育）
国の⽀援

START等による⽀援（スタートアップ創出に向けた研究開発）

パッケージ
エンジェル税制
国家戦略特区制度（規制緩和・税制特例・利⼦補給）

政府系9機関のワンストップ相談窓⼝（通称︓Plus One / NEDO、JST、JETRO、AMED、中⼩機構、JICA、産総研、NARO、IPA）
資本性ローン（⽇本政策⾦融公庫）・出資資⾦（⽇本政策銀⾏・中⼩機構・産業⾰新機構）による⽀援

