
 

2017年 3月 22日 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 

米国のインキュベーター 「Aging2.0」と提携および日本での 

『“世界に誇れる豊かな長寿国日本”を実現するスタートアップビジネスコンテスト』開催のお知らせ 

  

Ｓ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 （ グ ル ー プ Ｃ Ｅ Ｏ 代 表 取 締 役 社 長 ： 櫻 田  謙 悟 、 

以下「ＳＯＭＰＯホールディングス」）とＳＯＭＰＯケア株式会社（代表取締役社長：奥村 幹夫、 

以下「ＳＯＭＰＯケア」）は、シニア市場に特化した米国のインキュベーター「Aging2.0」と日本企業初の 

プレミアムメンバーとして提携しました。 

また、ＳＯＭＰＯホールディングス、ＳＯＭＰＯケア、Aging2.0とデジタルヘルスコネクト※は、4者共同で、

「“世界に誇れる豊かな長寿国日本”を実現するスタートアップビジネスコンテスト」を 4月 26日に東京で開催

します。 

※インフォコム株式会社（代表取締役社長：竹原 教博）が主催する日本初ヘルスケア ITイノベーションプログラム。 

  詳細は別紙をご参照ください。 

 

1.「Aging2.0」との提携 

超高齢社会が進展し、日本における介護事業の重要性が高まるなか、業界の課題とされているサービス品質・

安全性の向上と介護職員の負担軽減を図る手段として、デジタル技術活用の重要性が増しています。このような

環境下、ＳＯＭＰＯホールディングスおよびＳＯＭＰＯケアは、超高齢社会向けのデジタル分野における 

インキュベーターである米国の「Aging2.0」と提携しました。同インキュベーターとの提携は、日本企業として

は初めてとなります。 

この提携を契機に、日米を中心としたグローバルレベルでのスタートアップ（新しいビジネスを創造し、高い

成長率を維持する事業体）の発掘、共同実証などを通じた育成、当社が抱える介護サービスへの本格導入という、

介護に携わるスタートアップのエコシステム構築を目指します。 

◆「Aging2.0」は、超高齢社会におけるさまざまな課題に取り組む起業家を支援する「グローバルイノベーショ

ンプラットフォーム」です。「Aging2.0」は、起業家と関連事業者などとのコミュニティー形成や起業プログラ

ムの提供、イベントの開催等を通して、起業家を育成・支援しています。 

 

名 称  ：Aging2.0（https://aging2.com/） 

設立  ：2012年 

所在地  ：44 Tehama Street, San Francisco, CA 94105-3110 

概要  ：米国サンフランシスコに拠点を置き、超高齢社会向けのデジタル技術の開発を目指す起業家の育 

     成や投資活動を推進。これまで、過去 4 年にわたって世界各国で 300 以上のイベントを開催し、 

起業家、技術者、デザイナー、投資家、介護事業者が、高齢者も交えて、業界や国境を超えて 

イノベーションを起こし、より良い超高齢社会の実現を目指す仕組みを構築しています。  

https://aging2.com/


2.ビジネスコンテストの開催 

4者共同主催により、“世界に誇れる豊かな長寿国日本”を実現するスタートアップを対象に、シニア向けビジ

ネスサービスのコンテストを開催します。入賞したスタートアップは、サンフランシスコで開催される Aging2.0 

OPTIMIZE 2017 への招待や、ＳＯＭＰＯケアグループの介護現場における実証実験の権利が授与されるなど、世

界各国のシニア向けビジネスサービスに関する情報収集や今後の自社サービスの技術向上の機会を得ることが

できます。 

ＳＯＭＰＯホールディングスおよびＳＯＭＰＯケアは、このビジネスコンテストを皮切りに、日本および世界

各国で選ばれたスタートアップとともに、介護業界の変革をグローバルで目指していきます。 

 

以上 

 

 



『“世界に誇れる豊かな長寿国日本”を実現するスタートアップビジネスコンテスト』 

－Aging2.0 TOKYO GLOBAL STARTUP SEARCH－ 

 

 

 

 

1.開催概要 

(1)名称  『“世界に誇れる豊かな長寿国日本”を実現するスタートアップビジネスコンテスト』 

      －Aging2.0 TOKYO GLOBAL STARTUP SEARCH－ 

(2)日時  2017年 4月 26日(水) 14:30から 

(3)場所  ベルサール飯田橋駅前 (http://www.bellesalle.co.jp/room/bs_iidabashi/access.html) 

          東京都千代田区飯田橋 3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 1F 

(4)定員  150名 

(5)費用  早割 1,000円（4月 21日迄） 以降 2,000円 60歳以上無料 

(6)申込  こちらよりお申し込みください。http://www.dhconnect.jp/news/170426.html 

(7)主催  ＳＯＭＰＯホールディングス、ＳＯＭＰＯケア、デジタルヘルスコネクト、Aging2.0 

 

2.プログラム（予定） 

14:30 受付開始＆ショーケース（スタートアップの製品サービス展示） 

15:30 開会＆ご挨拶 

15:40 講演：「オープンイノベーションで実現する介護の未来（仮題）」   

楢﨑 浩一 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 グループＣＤＯ執行役員※ 

  ※2017 年 4月 1 日からグループＣＤＯ常務執行役員に就任する予定です。 

16:00 パネルディスカッション：[高齢者向けサービスの起業と課題]  

小川 誠 氏 株式会社 Z-Works 代表取締役社長  

（2015年 Aging2.0 ピッチコンテスト最優秀賞） 

中西 敦士 氏 トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代表取締役  

（2016年 Aging2.0 ピッチコンテスト最優秀賞） 

阿久津 靖子 氏 株式会社 MT ヘルスケアデザイン研究所 代表取締役・所長（モデレーター） 

16:30 ピッチコンテスト：[Aging2.0 TOKYO GLOBAL STARTUP SEARCH]  

日本から世界展開を目指すスタートアップピッチ（予定 6社） 

表彰式 

18:00 懇親会＆ショーケース 

19:00 閉会                   

        

当日のコンテスト会場では、昨年好評を博したスタートアップの製品・サービスを実際に多数ご覧いただける

ショーケースも開催します。“世界に誇れる豊かな長寿国日本”を実現するパイオニアを是非その目でご確認く

ださい。 

 

別紙 

http://www.dhconnect.jp/news/170426.html


3．講演者プロフィール 

(1)楢﨑 浩一 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 グループＣＤＯ執行役員※ 

1958 年生まれ。1981 年早稲田大学政治経済学部卒業後、三菱商事入社。同社米シリコンバレー支店勤務後、

2000 年、現地スタートアップ Lineo,Inc.入社。その後、㈱ACCESS、IP Infusion, Inc.、Midokura など、主

としてシリコンバレーのスタートアップ数社の経営に従事した後、2016 年 5 月、ＳＯＭＰＯホールディング

ス㈱ グループＣＤＯ（チーフデジタルオフィサー）に就任。通算 11年間シリコンバレーに在住。 

  ※2017年 4月 1 日からグループＣＤＯ常務執行役員に就任する予定です。 

 

(2)小川 誠 氏 株式会社 Z-Works 代表取締役社長 

1971 年生まれ。千葉大学工学部機械工学科卒業後、ハードウェア開発の道に進む。米国シリコンバレーの海

外半導体メーカーに転職。以来 20年にわたり、海外半導体の日本市場導入を支援。また、日本国内の Z-Wave

普及のため、エバンジェリストとしての活動を開始。無線技術だけでなく、欧米各国の IoT 動向、ビジネス

モデルにも精通。2015年 4月、㈱Z-Worksを設立。 

 

(3)中西 敦士 氏 トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代表取締役 

1983 年生まれ。大学卒業後、 医療分野も含む新規事業立ち上げコンサルティングファームに従事。その後、

青年海外協力隊に参加。2013年から UCバークレー校でビジネスを学び、2015 年、東京都港区にてトリプル・

ダブリュー・ジャパン（株）を設立。 

 

(4)阿久津 靖子 氏 株式会社 MT ヘルスケアデザイン研究所 代表取締役・所長 

筑波大学大学院理科系修士環境科学研究科にて地域計画を学び、ＧＫインダストリアルデザイン研究所入社。 

プロダクト製品開発のための基礎研究や街づくり基本計画に携わる。その後、子育てをしながらの地域雑誌

の編集および商品開発プランニング、子ども家具「フォルミオ」で情報発信型店舗の運営、寝具会社数社で

の商品企画開発（MD）および店舗立ち上げ等を経て、（株）メディシンク ヘルスケアデザイン研究所企画室

長となり、2012年にデザインリサーチファームとして（株）MT ヘルスケアデザイン研究所を創業。 

 

4．ピッチコンテスト（応募サイト：http://www.dhconnect.jp/senior/entry/） 

デジタルヘルスコネクトが提携している米国アクセラレーターAging2.0 が展開している GLOBAL STARTUP 

SEARCHという全世界 30都市以上で開催されるピッチイベントの日本大会です。 

    世界一の超高齢社会である日本を支えるシニア向けビジネスを展開しているスタートアップが、そのノウハ

ウを世界展開するそのきっかけを作りたい。スタートアップ、起業家を応援するピッチイベントです。 

  

 

 

 

http://www.dhconnect.jp/senior/entry/


5．審査＆賞品 

(1) 最優秀賞（1チーム） 

審査員の投票により決定。2017年11月サンフランシスコで開催されるAging2.0 OPTIMIZE2017へのご招待。 

（2）Innovation for Wellbeing 賞（1チーム） 

   ＳＯＭＰＯホールディングスおよびＳＯＭＰＯケアが、技術の新規性・独創性、および介護の現場を変革   

する可能性を軸に審査し決定。賞金 30万円とともに、該当サービス・製品が対象とする介護事業の課題を

抱えるＳＯＭＰＯケアグループの介護現場にて実証実験をする権利を授与。 

(3) オーディエンス賞（1チーム） 

   来場者の投票により決定。賞金 5万円。 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

■デジタルヘルスコネクトについて (http://www.dhconnect.jp/) 

デジタルヘルスコネクトは、インフォコム株式会社（http://www.infocom.co.jp/）が主催する日本初の 

ヘルスケア ITに特化した新規事業創出プログラムです。デジタルヘルスコネクトは、起業家と医療・ヘル

スケア業界との出会いの場を提供し、イノベーションを誘発、新規ビジネスを創出するために、ネットワ

ーキングセミナー、ビジネスプランコンテスト、スタートアップ・起業家支援を行っています。 

 

 

 

 

http://www.dhconnect.jp/
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