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 日本企業と海外企業の協業を促進するため、国内外のJETRO事務所とコーディネーター（現地VC
やコンサルティング企業）が連携し、日本企業に対し、外国企業・スタートアップを紹介。

 アジア、イスラエル、欧米において6つの重点分野における協業・M&Aを支援。

Japan Innovation Bridge（J-Bridge）とは

対象地域・国
 インドネシア
 シンガポール
 ベトナム
 インド

重点分野

ヘルスケアモビリティ

小売り 農水産業

カーボン
ニュートラル

スマートシティ

 イスラエル
 オーストラリア
 アメリカ（※）
 ヨーロッパ（※）

※カーボンニュートラル等の技術を有する
海外企業支援を中心に実施します。

全体
コーディネーター
（東京本部）

支援スキーム

国
内
企
業

海
外
企
業

地方拠点

①発掘、登録

②相談・連携

①発掘、登録
③面談アレンジ、
引き合わせ支援

⑤案件形成

海外拠点

②相談・連携

④士業専門家リテイン等
ハンズオン支援
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J-Bridgeの支援メニュー

サービス名 主なサービス内容

• 特設サイト「DXポータル」を通じ た
、市場・企業情報の提供

• 協業・連携につながる各種オンラ
インイベント（※）の視聴

※ウェブセミナー、ピッチイベント、商談等

会員制サービス
• 海外発有望企業（個社情報）提供
• 過去イベントへのアクセス
• 会員間の交流

• ピッチイベント等への登壇・参加
• 有望企業との面談アレンジ

• 戦略策定、提携先発掘、案件形成 へ
の一貫もしくは特定分野支援

• アジア等のデジタル分野でのPoC 実
施に対する経費補助

DXポータル

P6

DXプラット
フォーム

会員専用
サイト

イベント・
面談支援

P9
エスコート
プログラム

P10

 現地コーディネーターが有望スタートアップ企業を発掘、日本企業との個別引き合わせを行う。

 現地スタートアップのソーシングや日本企業のリバースピッチを行うイベントを実施。

 日本企業、現地企業のニーズに応じて面談をアレンジ。段階に応じて士業専門家をリテインし、ハンズオン支援
を行う。

実証補助
事業11

引き合わせ支援
【現地スタートアップ企業等のニーズ発掘】
・現地スタートアップの積極的な発掘、個別引き合わせ
（特に現地ＶＣとの関係構築に重点）
・有望スタートアップ、財閥企業等のニーズ把握

【日本企業と現地企業の出会い創出】
・ソーシングイベント開催
・ウェビナーの開催（「ＤＸプラットフォーム」）
【日本と現地のつなぎ】
・現地進出ニーズを持つ日本企業と、
現地企業・現地政府とのつなぎ（受動的）
・現地への日本企業のミッション受入れ

【現地における日本企業支援】
・海外進出時の弁護士等紹介
・スタートアップエコシステムの調査・発信

ハンズオン支援
【体制強化】
・専任コーディネーターの配置、ワンストップサービス窓口
【協業・M&Aの組成支援】
・士業専門家（法務・労務・税理士等）のリテイン、無料相談
・有望案件について簡易市場調査
・投資家、政府支援機関等とのつなぎ

J-Bridgeにおける支援

提携先が決まった企業の方向け
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DXPF事業一覧

対象国：シンガポール、インドネシア、ベトナム
募集案件数：10件程度（1申請につき1国）
募集〆切：2021年7月30日（金）
※7社9プロジェクトの申込みあり。
支援期間：2021年9月～12月を予定
対象：東南アジアでのビジネス展開を目的に海外スタートアップ
等の海外企業との協業・連携を図りたい企業
提供サービス：
• ニーズに基づく海外SU等のリスト作成、提供
• 上記の中から条件に合致する海外SU等との面談アレンジ

ソーシング支援プログラム（東南アジア） エスコートプログラム
～イスラエル・テックハント～

コーヒーブレイク☕リバースピッチ（東南アジア・インド編）

対象国：イスラエル
募集企業数：最大10社程度
募集期間：2021年11月まで
※2社2プロジェクト申込みあり。
支援期間：2021年7月～2022年2月を予定
対象：イスラエル企業とのオープンイノベーションを通じて、
事業のDXを推進しようとする企業
提供サービス：
• 事業計画上の課題から適切なパートナリングを伴走支援
• パートナー候補（スタートアップ）のご紹介、面談設定
• 面談後のフォローアップ、次の段階にむけた継続支援

対象国（地域）：東南アジア、インド
募集企業数：3～4社（各社10分程の発表）
実施日：2021年9月8日
※2社の申込みあり
対象：東南アジア及びインドにおいて、スタートアップ等との協
業・連携を希望するJ-Bridge会員(DX・グリーン分野)
提供サービス：
• 自社のプロジェクト概要や課題、海外企業との連携・協業ニー

ズを海外企業に向けて発信し発掘する機会（リバースピッチ）
• リバースピッチ後の参加海外企業からの面談希望取りまとめ、

面談アレンジ

実施日：2021年7月～（4回実施）
参加企業数：毎回10社程度
対象：J-Bridgeに登録したものの活用できていない会員、会員同
士・ジェトロ職員・J-Bridgeパートナーとの横のつながりを作り
たい会員など
コンテンツ：
• ジェトロDX推進チームの紹介
• 募集中のJ-Bridge新サービスの案内
• 会員専用フォーラム（Slack）の使い方ミニレクチャー
• フリートーク・質疑応答

会員企業の協業・連携ニーズ、求める技術に応じ、東南アジ
アのスタートアップ等を個別に発掘し、個別面談をアレンジ。

会員企業の事業課題、求める技術に応じ、イスラエルのスター
トアップ等を個別に発掘・リストアップ。面談に際してのアド
バイスやフォローアップを実施。

DXPFの一環として、日本企業発の海外スタートアップ向けリ
バースピッチイベントを実施予定。登壇企業にはイベント後、
関心を持った参加海外企業との個別面談をアレンジ。

J-Bridgeコミュニティの活性化のため、会員企業同士が気軽
に集まることのできる場を企画。
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会員制サービス例（商談/個別支援）



該当数

J-Bridge会員数 439社

◆J-Bridge会員（9月末時点）

 これまでに439社がJ-Bridge会員として参加。

 また、独自の企業ネットワークやソリューションを有し、J-Bridgeの目的に資する活動に一緒に取り
組める金融機関、自治体、経済団体等をパートナーとして募集。

 2021年9月末時点で14社のパートナーが参画。

J-Bridgeの会員、パートナー概要・連携事例

◆J-Bridgeパートナー（9月末時点）

14社・機関をパートナーとして認定。会員企業のうち、約７割が大企業、約３割が中堅中小企業。

金融機関 三菱UFJ銀行、みずほ銀行、京都銀行、十六銀行、
東京きらぼしフィナンシャルグループ

自治体 北海道、神奈川県

VC・ファンド
関連

SCRUM VENTURES、REBRIGHT PARTNERS、
GLOBAL DX、Global Brain、クールジャパン機
構

その他団体 日本セキュリティトークン協会、日欧産業協力セ
ンター

パートナー協働事例

✔パートナーのネットワークを生かし、J-Bridgeサービスをより多く
の国内外企業に提供

✔ジェトロ・パートナーのネットワークを生かし、支援の相乗効果を図る

Biz Buddy＜MUFG＞

パートナー パートナー顧客

○三菱UFJ銀行が運営する法人向け会員ウェブサイト「Biz 
Buddy」と連携し、MUFG顧客へJ-Bridgeサービスを提供。

○ スクラムベンチャーズが主催するグローバル・オープンイノベー
ション・プログラム。「ニューノーマル時代のスマートシティ」を
テーマに、大企業間、大企業と国内外のスタートアップとの事業共創
を目指す。
○ジェトロがリソースパーナーとして参画。海外スタートアップへの
周知に協力。ジェトロ経由で応募のあったスタートアップのうち3社
が採択された。

パートナー国内外企業 国内外企業J-Bridgeサービス

○MUFGの保有するネットワークを生かし、より多くの日本企
業の連携・協業ニーズを把握することで、J-Bridgeの取り組
みを加速する狙い。

スマートシティX ＜スクラムベンチャーズ＞

４



実施対象国

ASEAN10カ国

公募概要・採択企業等

■日本企業がASEAN企業・機関と連携し、デジタル技術を駆使しながら、日ASEANの経済・社会課題解
決を目指す取り組みを支援。

 公募期間：2021年5月25日（火）～6月15日（火）
 応募件数：45件
 採択件数：17件（中小企業：11件、大企業：6件）
 対象分野：交通・モビリティ、医療・介護、農業、水産業など
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【補助率・補助額】
大企業 :補助対象経費の3分の1以内、かつ上限1,000万円
中小企業:補助対象経費の2分の1以内、かつ上限3,000万円
【負担経費】
旅費、機械設備費、備品費、消耗品費、委託・外注費、印刷製本費、補助員人件費、他。

対象案件要件

・実施対象国の抱える経済・社会課題解決が具体的に設定されており、当該課題の解決に資する事業であること。

・第四次産業革命に資するデジタル技術を活用する事業であること。

・案件実施にあたり連携するASEAN企業・各種法人等※が決定していること。

・早期（本実証事業終了後概ね2年以内）に実施国もしくはその他ASEAN地域で事業開始、または事業継続の見込み

があること。

補助内容

（ご参考）日ASEANにおけるアジアDX促進事業 (パイロットプロジェクト支援)



■交通・モビリティ
WILLER株式会社 ベトナム 中小企業 ベトナム社会主義共和国ハノイ市におけるルート型AIオンデマンドシェアバス実証

事業
株式会社スマートドライブ マレーシア 中小企業 マレーシア・セランゴール州にて電気自動車普及を支援する

「EVモビリティデータプラットフォーム」の開発実証
日本工営株式会社 シンガポール 大企業 事業用車両に搭載した車載カメラから収集した道路施設状況・交通状況に係るビッ

グデータ利活用事業
株式会社ブロードリーフ フィリピン 大企業 フィリピンにおけるスマートモビリティプラットフォームの実証

事業
三菱商事株式会社 ブルネイ 大企業 ブルネイにおけるAI活用型オンデマンド乗合交通サービス実証事業

■農業

株式会社エルム ブルネイ 中小企業 コンテナ型栽培システム「エコナーセリー®」を活用したブルネイにおける温帯野
菜の栽培技術の開発

株式会社
ポーラスター・スペース

マレーシア 中小企業 超高精度スペクトル計測によるオイルパーム病気早期発見事業

■水産業
株式会社オーシャンアイズ インドネシア 中小企業 インドネシアにおける海面水産業のDX
フィッシュ・バイオテック株式会
社

カンボジア 中小企業 カンボジアにおける養殖エコノミー構築に向けたティラピア養殖
生産管理システムの開発によるDX推進実証事業

■医療・介護

株式会社aba シンガポール 中小企業 介護人材不足解消を目的とした日本発・排泄ケアシステムヘルプ
パッドの開発と導入

株式会社アルム シンガポール/
マレーシア

中小企業 シンガポール・マレーシアの透析クリニックのDXに資する、
ソリューションの開発・導入

カーブジェン株式会社 ベトナム 中小企業 ベトナムにおける細菌感染症領域のDX推進を目的とした
オンラインでの原因菌鑑別支援プラットフォームの構築

パラマウントベッド
株式会社

インドネシア 大企業 遠隔診療が普及するインドネシアにおけるセンシングデバイスを
活用したより正確な見守りサービス事業展開に向けた実証事業

■製造・物流

株式会社
IHIジェットサービス

フィリピン 大企業 海外サプライチェーンの更なる可視化とトレーサビリティの
実証事業

i Smart Technologies 
株式会社

タイ 中小企業 タイ王国におけるIoTツール活用×改善支援による生産性向上
サービス事業構築

日鉄エンジニアリング
株式会社

タイ 大企業 製造・建設分野におけるイメージセンシングAIを用いたモノ
づくり人財の安全管理システム

■ファイナンス

株式会社
CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL

カンボジア 中小企業 カンボジア王国におけるモビリティ・アフターサービス事業者の
可視化及び会員ドライバー向けアプリを通じた金融DXの実証事業

採択企業・案件名
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公募概要・採択企業等

■公募期間：2021年5月17日（月）～6月16日（水）
■応募件数：17件
■採択件数：8件（通常枠：中小企業5件 大企業2件、特別枠：大企業1件）
■対象分野：医療、農業・食品、教育、ドローン等
■採択企業・企業区分・案件名（50音順）：

対象国

インドまたは日本

1 株式会社アルム 中小企業（通常枠）
モバイルを活用した地域及び日印越境遠隔医療基盤の構築と同基盤を二次利用
した新たなプラットフォームビジネス

2 株式会社エクサウィザーズ 大企業（通常枠） AI健康管理アプリを活用した未病改善

3 株式会社ACSL 中小企業（通常枠） インドにおける産業用ドローン技術支援

4 ココカラ合同会社 中小企業（通常枠） アグリテックを活用したヤシ農家の生産性向上

5 有限会社電マーク 中小企業（通常枠） AIによる採卵鶏ヒナの雌雄鑑別の自動化システム

6 富士フイルム株式会社 大企業（特別枠）
ＡＩと医師の協業を前提とした健診センタービジネスの発展性、及び腹部異常
検出ＡＩの開発

7 株式会社Progate 中小企業（通常枠） オンラインプログラミング教育を活用したK12（小中高）セグメントへの普及

8 八千代エンジニヤリング株式会社 大企業（通常枠） ひよこ豆を活用した高付加価値プラントベースミート産業の創発

（ご参考）アジアDX等新規事業創造推進支援事業費補助金（日印経済産業協力事業）

■日本企業とインドを含めた新興国企業等が連携し、デジタル技術を駆使しながら日本またはインドの社会
課題解決を目指す取り組み（新たな商品やサービスに係るパイロットプロジェクト）を支援。



ジェトロ DX推進チーム
E-mail：DXPT@jetro.go.jp
Tel：03-3582-5644（直通）

＊JETRO本部（東京）のほか、JETRO名古屋・大阪・福岡事務所でも
ご相談を受け付けております。

会員登録・問い合わせ先
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