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☆コーポレート スタートアップ スターズ賞への応募について☆ 
 
各位 
 
この度、国際商業会議所(ICC）と国際アドバイザリー会社 Mind The Bridge は、オープンイノベーション

のための賞「コーポレート スタートアップ スターズ賞（the Corporate Startup Stars Awards）」を
共同で開催致します。 
 
この賞は、グローバル企業とスタートアップ（新興企業）のコラボレーションを称え、オープンイノベーション

において最も活動的な企業を表彰することを目的としており、欧州委員会によるスタートアップ ヨーロッ

パ パートナーシップ ( https://startupeuropepartnership.eu/ )のイニシアチブの下、2016 年か

ら開催されているものです。 

 
各カテゴリーの賞 
 World’s Corporate Startup Stars 

（ワールド コーポレート スタートアップスターズ賞：スタートアップ企業とのコラボレーションにおいて

ベストプラクティスの評価が世界で最も高い企業へ送られる賞） 
 Europe’s Open Innovation Challengers 

（欧州オープンイノベーション賞：オープンイノベーションのチャレンジャーとしての評価が欧州で最も高

い企業へ送られる賞） 
 Europe’s Corporate Startup Stars 

（欧州コーポレート スタートアップスターズ賞：スタートアップ企業とのコラボレーションにおいてベス

トプラクティスの評価が欧州で最も高い企業へ送られる賞） 
 North America’s Corporate Startup Stars 

（北米コーポレート スタートアップスターズ賞：スタートアップ企業とのコラボレーションにおいてベス

トプラクティスの評価が北米で最も高い企業へ送られる賞） 
 LATAM Corporate Startup Stars 

（中南米コーポレート スタートアップスターズ賞：スタートアップ企業とのコラボレーションにおいてベ

ストプラクティスの評価が中南米で最も高い企業へ送られる賞） 
 MENA Corporate Startup Stars 

（中東・北アフリカコーポレート スタートアップスターズ賞：スタートアップ企業とのコラボレーションに

おいてベストプラクティスの評価が中東・北アフリカで最も高い企業へ送られる賞） 
 ASIA Corporate Startup Stars 

（アジアコーポレート スタートアップスターズ賞：スタートアップ企業とのコラボレーションにおいてベ

ストプラクティスの評価がアジアで最も高い企業へ送られる賞） 
 
特別賞： 
 Corporate Startup Accelerator Award 
 （コーポレート スタートアップ アクセラレーター賞：スタートアップ企業のビジネスの拡大をサポート

するアクセラレーターとして最も優れた企業へ送られる賞） 
 Corporate Startup Procurement Award 

（コーポレート スタートアップ プロキュアメント賞：スタートアップ企業への調達サポートが最も優れた

企業へ送られる賞） 
 Corporate Startup Investment Award 

（コーポレート スタートアップ インベストメント賞：スタートアップ企業への投資サポートが最も優れた

企業へ送られる賞） 
 
 
 
 

https://iccwbo.org/
http://email.iccwbo.org/c/6/?T=OTc4Njg0MzY%3AcDEtYjIwMTA3LWQ4MTkzZWZkYzljYTQ4YTRhNDU5ODEwODA0ZDkzYWQy%3AaWNjMkBpY2NqYXBhbi5vcmc%3AY29udGFjdC03MmZkZTRmMmIzMjBlYTExYTgxMDAwMGQzYWJhYWU1MC05OGIyNGM0NTNjNzU0MWY0OTk3OTRjN2E4Y2FkNDZlYg%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly9taW5kdGhlYnJpZGdlLmNvbS8_X2NsZGVlPWFXTmpNa0JwWTJOcVlYQmhiaTV2Y21jJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtNzJmZGU0ZjJiMzIwZWExMWE4MTAwMDBkM2FiYWFlNTAtOThiMjRjNDUzYzc1NDFmNDk5Nzk0YzdhOGNhZDQ2ZWImZXNpZD02OWE2OTg0MS1lZjdmLWVhMTEtYTgxMS0wMDBkM2FiYTc3ZWE&K=xAAUUAPfHVRMZxPcCKkMAg
https://mindthebridge.com/corporate-startup-stars/
http://startupeuropepartnership.eu/
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 Corporate Startup M&A Award 
（コーポレート スタートアップ M&A 賞：スタートアップ企業への M&A サポートが最も優れた企業へ

送られる賞） 
 Innovative Programme Award 

（イノベーションプログラム賞：スタートアップ企業と技術・サービスなどを組み合わせることで、革新的

事業創造を目指す共創型プロジェクトにおいて最も優れた企業へ送られる賞） 
 Public Sector Innovation Award 

（パブリックセクターイノベーション賞：パブリックセクター（官庁、独立行政法人、国立大学法人、地方自

治体、公益法人、学校法人などの公的機関）においてベストプラクティスの評価が最も高い企業へ送ら

れる賞） 
 Best New Entrant Award 

（最優秀新規参加企業賞：新規参加企業の中から評価が最も高い企業へ送られる賞） 
 
コーポレート スタートアップ スターズ賞は、スタートアップ企業と大手企業のコラボレーションにおけるベ

ストプラクティスを評価します。「スタートアップアクセラレーター」から「調達」「投資」「買収」まで、幅広い活

動を網羅しています。  
 
選ばれた企業は、スタートアップスター/オープンイノベーションの先駆者として国際的に認められます。 
 
コーポレート スタートアップ スターズ賞への企業申込は 2020 年 7 月 7 日が締め切りです。 
 
コーポレート スタートアップ スター賞の候補となる為には、下記の青文字をクリックしていただくか URL
をコピーしてアクセス後、参加フォームへ詳細の記載をお願いいたします 
⇒ 参加申込 
https://mindthebridge.com/corporate-startup-stars/ 
 
⇒ コーポレートスタートアップ賞詳細 
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/corporate-startup-stars-awards-go-
global 
 
ご不明な点がございました国際商業会議所本部 アワード担当者 
Ms. Catherine Foster (catherine.foster@iccwbo.org) まで、お願いいたします。 
 
 
皆様からのご応募を心よりお待ち申しあげております！ 
 
 
＜以下、参考情報です＞ 
 
これまで表彰式は、マドリード証券取引所（2019 年）、Residence Palace in Brussels（2017 年、

2018 年)Factory Berlin （2016 年)で開催されており欧州委員会の副委員(元フィンランド首相)の
Jyrki Katainen 氏、欧州委員であり経済学者の Carlos Moedas 氏等が出席しております。 
 
2019 年は、Enel（イタリア：大手電力会社）がオープンイノベーション大賞を SAP(ドイツ：ソフトウェア) と
Telefonica（スペイン：大手通信事業）が続いて受賞しています。 
 
ICC 国際商業会議所の John Denton 事務総長は、今回のパートナーシップについて以下のように述べ

ています。「イノベーションの促進することは経済競争力を推進し、次世代のビジネスリーダーをサポートす

る重要な鍵です。ICC の専門知識とリソースを活用して、持続可能なイノベーション、起業家精神、価値創

成を促進するため、ICC センター（https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/new-icc-
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https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/corporate-startup-stars-awards-go-global
mailto:catherine.foster@iccwbo.org
mailto:catherine.foster@iccwbo.org
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centre-embraces-global-entrepreneurship-and-start-ups/）を通じて、Mind the Bridge と

協力します。」 
 
Mind the Bridge 会長である Alberto Onetti 氏は、「コーポレート スタートアップ スターズ賞では、

スタートアップ企業と大手企業のコラボレーションにおけるベストプラクティスを評価します。また、企業が

オープンイノベーション戦略を計画、設計、実行できるように幅広いトレーニングと助言を用意しています。

最終的な目標は、スタートアップ企業と企業の間のパートナーシップをグローバルレベルで育成することで

す」と述べています。 
 
コーポレート スタートアップ スターズ賞への企業申込は 2020 年 7 月 7 日が締め切りです。 
2020 年 7 月から 9 月に参加企業のデータ分析とベンチマークが行われ、2020 年 9 月末までに審査委

員会により候補者が発表され、2020 年 12 月にパリで開催される式典で各賞が発表されます。 
 
賞審査委員会委員に Web Summit の共同創設者 Paddy Cosgrave 氏、 Candace Johnson 氏

（シリアルアントレプレナー）、Bindi Karia 氏（EBAN 名誉社長、ICC 理事）、 Keneth Mulvany 氏

（Benevolent AI の創設者兼 Chair）, Alberto Onetti 氏（Mind the Bridge 会長）、 Ricardo 
Perez 氏（IE Business School 情報システム教授）、Andrew Webber 氏（Whitespace 
Ventures 最高マーケティング責任者）を招いております。 
 
＜ICC 本部からの案内メール＞ 
To Member of ICC Japan 
 
ICC and the international advisory firm Mind the Bridge have collaborated this year to offer the prestigious 
global Corporate Startup Stars Awards – now in their 5th year. 
The Awards aim to recognize the most active corporates in open innovation. The 2020 edition will 
celebrate the collaborations between corporates and startups across all regions of the world. 
Your company has come to our attention as being an innovation leader, going the extra mile to establish 
mutually-beneficial partnerships with startups – whether through procurement/licensing/partnerships, 
accelerators, direct investment, acquisitions or other dedicated internal programs 
 
We would therefore recommend you to participate in the Awards this year by submitting an application. 
More details can be found here .The deadline to apply is 7 July. 
Please do not hesitate to contact us for more information. 
We hope you will take this opportunity for your company to be recognized as a trailblazer and to help 
highlight the need to promote economic competitiveness and to support the next generation of business 
leaders. 
 
Please contact Catherine Foster (catherine.foster@iccwbo.org)if you wish to speak to a member of our 
project team 
 
Best regards 
以上 
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