募集期間

2022 年

9 6 火 10 11 火

グローバル展開を目指すスタートアップが集う東海エリア最大級のピッチイベント

最優秀賞（�位）

���万円

最大

優秀賞（�位・�位）

入賞（本選登壇者）

���万円

最大

���万円の支援金の交付や、伴走型プログラムの実施により、グローバル展開を目指す
スタートアップの急速な成長を支援します。

本選参加者
会場

予選：����年��月��日
（金）��:�� - ��:�� 参加費
無料
本選：����年��月��日
（金）��:�� - ��:��
����年�月�日
（火）- ��月��日
（火）
創業期
（シード・アーリー期）
のスタートアップ企業等

登壇
募集

の成長支援プログラム「GLOW TECH NAGOYA」の第�弾にあ

たるピッチイベントです。上位者には、支援金の交付や伴走
型支援プログラムの実施を予定しており、新たなテクノロ
ジーを用いてグローバル展開を目指すスタートアップ企業

の急速な成長を支援することを目指しています。本プログラ
ムの詳細はWebサイトをご覧ください。

主催：名古屋市経済局スタートアップ支援室
TEL：���-���-����／FAX：���-���-����

11

11

18 金

13:00
20:00

13:00
17:30

GLOW Pitch

https://glowtech.nagoya/��-glow-pitch

�者
（書類選考・予選により参加者選考を実施）
予選：オンライン／本選：NAGOYA INNOVATOR'S GARAGE

GLOW Pitchは、名古屋市が主催する、スタートアップのため

本選

11

金

お申し込みはこちら

・イベント実施時に本店所在地が名古屋市内にあること
・未登記の者は本店所在地を名古屋市内として法人登記を行う予定であること

とは

出場挑戦権

予選

スタートアップと投資家等との接点を生み出すことだけでなく、イベント実施後も最大

対象者

起業家万博

参加権付与

ピッチを通して、世界に通用する可能性のあるビジネスを、名古屋の地から発掘します。

募集期間

NICT賞（�社）

Growing Support Program

東海エリア最大級のピッチで
グローバル展開を目指すスタートアップ大募集!!

日時

2022

GLOW
TECH NAGOYA

1

Global Mindset Program

2

GLOW Pitch

3

Growing Support Program

https://glowtech.nagoya

運営事務局：株式会社カチノデ｜Kachinode Inc.

TEL：���-���-����／Email: glowtech@kachinode.com

グローバル展開を目指すスタートアップが集うピッチイベント

2022
GLOW Pitch ����年度の様子

実施スケジュール

� 月 � 日（火） ��:�� より
GLOW Pitch エントリー開始

エントリー条件

創業期
（シード・アーリー期）
のスタートアップ企業等

・イベント実施時に本店所在地が名古屋市内にあること
・未登記の者は本店所在地を名古屋市内として法人登記を行う予定であること

登壇
募集

GLOW Pitch
お申し込みはこちら

https://glowtech.nagoya/��-glow-pitch

審査基準

➀ペインポイントと提供価値は明快で共感できるか

募集
期間

➁今後グローバルに展開できる可能性を秘めているか
➂ビジネスモデルやテクノロジーに革新性があるか
➃スケールできる魅力的な市場に挑戦しているか

参加
募集

96火
10 11 火

へご参加ください。

お申し込みはこちら

上位 �� 者

上位 �� 者

優秀賞
（�位・�位）

��� 万円

最大

���万円＋���万円 ※�

参加権付与

全エントリー

上位 � 者

会場：オンライン（Zoom）開催
ピッチ � 分＋質疑応答

最優秀賞（�位）

Growing Support Program

�� 月 �� 日（火）��:�� まで
GLOW Pitch エントリー受付終了

�� 月 �� 日（金）��:��～��:��
GLOW Pitch 予選 本選参加者発表 / Growing Support Program参加者決定

https://glow-tech-nagoya-��������.peatix.com

入賞（�～�位）

テーマ：投資家に刺さるピッチとは？ - ピッチの必須項目とストーリーの語り方 講師：中嶋淳 氏
アーキタイプベンチャーズ株式会社代表取締役 /NICT・ICT メンター
対象：GLOW Pitch 参加予定・参加検討中の方、その他広く投資家への
ピッチの方法を学びたい方
会場：オンライン（Zoom）開催

�� 月 �� 日（水）～ �� 月 �� 日（火）
書類審査 ��月��日 予選参加者発表（予定）

リーを検討中の方は、
まずはこちらのセミナー

AWARDS

3

2022 年

GLOW Pitchの説明会を兼ねています。エント

ピッチブラッシュアップ
by GLOW TECH NAGOYA
セミナー & NICT

最大

� 月 �� 日（月） ��:��-��:��
ピッチブラッシュアップセミナー by GLOW TECH NAGOYA & NICT

��� 万円

��万円＋��万円 ※�

「起業家万博」

※�

※� 出資要件あり。詳細はWebサイト
（https://glowtech.nagoya/��-glow-pitch）をご確認ください。
※� NICT賞は該当者なしの場合があります。

※� GLOW Pitchは令和�年度起業家万博
（https://www.nict.go.jp/venture/aboutbanpaku.html）
の地区(連携)大会です。

上位 � 者

受賞者 を決定

会場：NAGOYA INNOVATOR’S GARAGE
ピッチ � 分＋質疑応答

NICT賞
（�社※�）
出場挑戦権付与

�� 月 �� 日（金）��:��～��:��
GLOW Pitch 本選 各賞の授与

Growing Support Program
への参加（本選登壇者）
Growing Support Programとは？

GLOW TECH NAGOYAの�つ目のプログ
ラムで、資金調達に向けた個別のメンタ
リングを行うことで、次の資金調達まで
に必要なアクションを明確にすること
を目的としています。自身の事業拡大の
ため、�名～�名のメンターから多角的に
アドバイスをもらいます。

起業家万博への挑戦
（NICT 賞受賞者）
起業家万博とは？

NICT（情報通信研究機構）が
主催する、全国各地のICTス
タ ー ト ア ッ プ が 、ビ ジ ネ ス
マッチングにチャレンジする
イベントです。GLOW Pitch
は起業家万博における地区
(連携)大会です。

