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 一般社団法人 ONE X（以下「ONE X」という。）では、茨城県の委託を受け「IBARAKI 

Next Space Challenge 2022 等開催事業」（以下「本事業」という。）において開催する

ピッチコンテスト「IBARAKI Next Space Pitch #3」への登壇者を、以下の要領で広く募

集します。 

 

１．目的（概要） 

近年注目を集める宇宙産業では、従来の大型ロケット・人工衛星の開発製造に代表さ

れる官需中心の市場から、民需による新たな動きが台頭しつつあります。 

しかしながら、宇宙ビジネスはフロンティアであるがゆえに未だ黎明期であることか

ら、関係団体とのネットワーク構築や、企業等とのビジネスマッチングを効果的に行う

ことで事業を発展させていくことが重要になります。 

そこで茨城県では、宇宙ベンチャーや中小企業に対し、大企業において宇宙関連事業

に携わるキーマンや研究者を審査委員とするピッチコンテスト「IBARAKI Next Space 

Pitch #3」を実施します。 

 当該コンテストでは、宇宙ビジネスを行っている、又は今後実施したいベンチャーや

企業によるピッチを審査し、特に有望と認められる企業には、茨城県からの支援優遇措

置を講じることを予定しています。 

 加えて、審査委員、登壇者及び聴講者によるネットワーキングの場を設けることで、

新たなプロジェクトや連携体制の構築、ひいては宇宙ビジネスでの本県のプレゼンス発

揮を目指します。 

 

 

２．「IBARAKI Next Space Pitch #3」実施内容 

（１）日時  ：令和５年２月 15日（水）19:00～21:00 

（２）会場  ：SENQ霞が関（東京都千代田区霞が関 1-4-1  日土地ビル 2F） 

（３）主催  ：茨城県、いばらき宇宙ビジネス創造コンソーシアム 

（４）プログラム 

時間 内容 

19:00～19:05 開会挨拶 

19:05～19:50 ピッチ（１社７分程度） ※質疑応答を含む 

19:50～20:10 休憩・審査 

20:10～20:20 結果発表・審査員コメント 

20:20～21:00 ネットワーキング 

21:00 閉会 

    ※19:00から 20:20までの内容は、オンラインでも配信予定。 

（５）登壇者 ：５～７社 

（６）審査委員：大企業等の宇宙プロジェクト、宇宙機器開発又は新規事業創出の役職 

        者 ５名程度 

（７）聴講者 ：会場での聴講 30名程度 

オンラインでの聴講 100名程度 

（８）受賞者 ：計３社 

        ①グランプリ（１社） 

         ・令和５年度の茨城県宇宙関連事業の採択に係る一次審査の免除等 

の優遇措置（※） 

         ・ONEXによる企業マッチングサポート 

        （※）当該措置の内容は、令和５年度当初予算が確定する令和５年  

第１回定例会（令和５年３月）での議決をもって確定するもの

とする。 
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        ②準グランプリ（２社） 

         ・ONEXによる企業マッチングサポート 

 

３．登壇（ピッチ実施）申請要件 

（１）いばらき宇宙ビジネス創造コンソーシアム会員であること。（申請後の加入可） 

※加入要件なし、加入費無料 

（２）事業完了後の聞き取り調査や成果報告会（いばらき宇宙ビジネス創造コンソーシ

アムの活動として実施予定）等の実施に協力すること。 

 

４．登壇申請 

（１）申請書類 

「申請書」（様式）に必要事項を記入の上、メール又は郵送にて送付してください。

郵送の場合、封筒の宛名面には、「『IBARAKI Next Space Challenge 2022 等開催

事業』申請書類在中」の旨を朱書きしてください。 

 

＜情報管理について＞ 

⮚ 提出された申請書は、ONE X内部における登壇者採択の決定のみに使用します。 

⮚ 取得した個人情報については、提案プロジェクトの実施体制の確認のために利用

します。また、特定の個人を識別しない状態に加工した統計資料等に利用するこ

とがあります。御提供いただいた個人情報は、上記の利用目的以外で利用するこ

とはありません（ただし、法令等により提供を求められた場合を除く。）。 

 

（２）提出先 

①メール：onex@onexxxx.com（＠を半角に変えて御送付ください。） 

メールの件名を「IBARAKI Next Space Challenge 2022等開催事業（代表

企業 名）」としてください。 

 ②郵送 ：〒144-0041 東京都大田区羽田空港 1-1-4 HICity Zone K 201 号室  

一般社団法人 ONE X 

 

（３）提出期限 

  令和 5年 2月 1日（水） 

 

５．登壇者採択 

（１）採択方法 

ONE X内部において、申請書内容に基づき登壇者の採択を行います。 

 

（２）採択基準 

下記の基準をもとに登壇者の採択を行う予定です。 

 項目 基準 
重点評

価項目 

１ 意欲・熱

意 

・申請団体内で、取り組むテーマへの熱意・想いがあり、それが

共有できているか 

・すでに課題解決のために活動・行動しているか 

◎ 

２ 顧客課題 ・大括りではなく、高い解像度で顧客が描けているか 

（具体的な対象と解決シーンが想定されているか） 

◎ 
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・顧客が対価を払ってでも解決したい課題か 

・課題の原因・ボトルネックは特定されているか 

・上記が仮説ではなく、具体的な顧客の声を拾い描けているか 

３ 解決策 ・課題に対して、解決策が飛躍・乖離していないか 

・解決策で課題が確かに解決できるか 

・顧客が対価を払う価値を見出せる解決策であるか 

◎ 

４ 将来性 ・領域の将来性はありそうか 

・ビジネスとして確立できる可能性があるか 

・収支の見通しが具体的か 

・事業終了後、その成果を利用しつつ、事業の自立化が実現でき

る資金計画となっているか 

・茨城県経済への波及効果があるか 

【加点要素】 

・事業実施に必要な資金が、融資、投資又はクラウドファンディ

ング等の民間資金により確保されているか（その見通しがある

か。） 

・事業の将来性への期待が獲得されているか 

・茨城県の特性を活かした実施計画となっているか 

○ 

５ 実現可能

性 

・現実的かつ具体的な進め方がイメージできているか 

・技術、規制、環境など、事業のハードルとその突破方法が具体

的に明記されているか 

・実施チームの役割分担及び責任体制が明確か 

・事業化に向けた課題対応の過程が明瞭で、コンソーシアム会員

と共有することができるか。 

【加点要素】 

・既に別のプログラムや資金で事業を進めており、申請内容で補

いたい部分が明記されているか。 

・宇宙関係事業者だけでなく、多様な分野の事業者の実質的な参

画があるか。 

○ 

６ 次の検証

ステップ 

・検証済/未検証の内容が分解できており、未検証内容に対する

今後の行動が明確か。 

・ピッチコンテスト終了後の投資対象が明確か（ヒト・モノ・カ 

ネの動き）。 

・検証実施の場（自社内・企業など）はイメージできているか。 

○ 
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・企業など、ビジネスマッチング時に連携先に求める内容が明確

になっているか。 

・実施方法や実施スケジュールは現実的か。 

・年度における到達点見込み（複数年度にわたる事業計画の場合

は年度ごとでも必要）が、定量的・定性的に設定されている

か。 

・複数年度にわたる事業計画における２年目の申請については、

１年目のマイルストーン達成状況、その成果等の分析及び必要

な対応策等が妥当か。 

 

（３）採択結果の決定及び通知・公表について 

令和５年２月上旬に、すべての申請者に対し、採択の結果を書面で通知します。 

なお、採択に係る審査内容は非公開とさせていただきます。 

 

６．スキーム 

申請からピッチコンテストまでの流れは以下の通りです。 

予定 申請者 ONE X（事務局） 

◆登壇者公募期間 

令和５年１月 16日（月） 

～令和５年２月１日（水） 

 

  

◆登壇者決定 

令和５年２月上旬（予定） 

  

◆「 IBARAKI Next Space 

Pitch #3」開催 

令和５年２月 15日（水） 

  

◆開催後   

◆令和５年４月以降   

申請書（様式）の提出 

県から公募事務局受託 

 

登壇決定通知受領 

ピッチコンテスト当日用 

資料作成・送付 

 

書面による 

登壇者決定 

ピッチコンテスト当日用 

資料受領 

登壇 審査 

（受賞企業のみ）R５ 

茨城県事業での優遇措置 

 

（受賞企業のみ） 

支援内容協議・ 

マーケティング等支援 

（受賞企業のみ） 

支援内容協議・ 

マーケティング等支援 
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７．問合せ先について 

本公募要領に関するお問合せは、お名前・御所属・質問事項を明記の上、事務局まで

メールでお問い合わせください。 

 

＜問合せ先＞ 

●一般社団法人 ONE X 

担当：濱本、畠山 

TEL：080-5293-6882 

E-mail：onex＠onexxxx.com 

  

●茨城県産業戦略部技術振興局 科学技術振興課 特区・宇宙プロジェクト推進室 

 担当：神永、相田 

 TEL：029-301-2515 

 E-mail：kokusaisenryaku＠pref.ibaraki.lg.jp  

 

※メールは、いずれも「＠」を半角に変えて御送付ください。 

※メールの件名を「IBARAKI Next Space Challenge 2022 等開催事業（代表企業名）」

としてください。 

 


