2018 年 10 月 18 日
Tokyo XR Startups 株式会社

Tokyo XR Startups インキュベーションプログラム
バーチャルタレント育成プログラム
第 5 期募集説明会及び個別相談会を開催！
Tokyo XR Startups 株式会社（代表取締役國光宏尚、以下、TXS）は、XR 及びブロックチェ
ーン領域のスタートアップを対象とした TXS 第 5 期インキュベーションプログラム並びに
TXS と upd8 が連携して実施するバーチャルタレント育成プログラムの募集説明会及び個別
相談会を下記の通り開催いたしますので、お知らせいたします。
本プログラムは、第 5 期を迎え、これまでの XR 領域に加え、ブロックチェーン領域のス
タートアップへの投資を開始します。また、バーチャルタレント育成プログラムを新設し、
upd8（Activ8 株式会社が運営する、バーチャルタレントを支援するプロジェクト）との連
携により、バーチャルタレントの育成支援プログラムを開始します。
今回開催する募集説明会では、弊社代表國光宏尚による XR 及びブロックチェーンの最新
動向、upd8 によるバーチャルタレントのビジネス機会についての講演をはじめ、過去の参
加者の体験談も交え、第 5 期のプログラム内容について詳しくご説明いたします。応募をご
検討されている方やこの領域ご関心のある方は、奮ってご参加ください。
【募集説明会日程】
第 1 回 2018 年 10 月 29 日（月） 19:30～21:00
会場：株式会社 gumi４F 大会議室
（東京都新宿区西新宿 4-34-7 住友不動産西新宿ビル 5 号館 4 階）
登壇者：國光宏尚氏（株式会社 gumi 代表取締役会長）
新清士氏（Tokyo XR Startups 株式会社取締役、株式会社よむネコ代表取締役）
中野将司氏（Activ8 株式会社 社長室 プロデューサー）
申込：https://peatix.com/event/450029/
第 2 回 2018 年 11 月 2 日（金） 19:00～20:30
会場：東京大学 駒場Ⅰキャンパス（東京都目黒区駒場 3 丁目 8-1）
登壇者：國光宏尚氏（株式会社 gumi 代表取締役会長）
竹下俊一氏（株式会社 GATARI 代表取締役、TXS 第 2 期）
奥野翔太氏（株式会社ファボ 代表取締役、TXS 第 4 期）
ファシリテーター：新清士氏（Tokyo XR Startups 株式会社取締役、
株式会社よむネコ代表取締役）
申込：https://peatix.com/event/450030/
第 3 回 2018 年 11 月 12 日（月） 19:30～21:00
会場：Future Tech Hub（東京都中央区新川 1-25-2 新川 ST ビル 2F）
登壇者：米本大河氏（株式会社エドガ 代表取締役、TXS 第 4 期）

本田司氏（株式会社ジオクリエイツ 代表取締役、TXS 第 4 期）
宮脇元康氏（ユニゾンライブ株式会社 代表取締役、TXS 第 4 期）
ファシリテーター：若山泰親氏（Tokyo XR Startups 株式会社プロデューサー、
ブレイクポイント株式会社代表取締役）
申込：https://peatix.com/event/450031/
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＜お問合せ先＞
Tokyo XR Startups 公式サイト http://tokyoxrstartups.com/
Email: info@tokyoxrstartups.com (担当: 河島・若山)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜各プログラムの概要＞
１．TXS 第 5 期インキュベーションプログラム
XR 及びブロックチェーン領域のスタートアップを対象としたインキュベーションプログ
ラムです。第１次選考(書類審査)及び第 2 次選考(面接)を通過したチーム（最大７チーム選
出予定）には、TXS プレプログラムへの参加資格が与えられます。プレプログラム参加者
は、TXS インキュベーションセンターにて 2019 年 1 月〜2 月まで最大 2 ヶ月間、プロジェク
トのチームビルディング及び開発計画作成に取り組み、最終選考(プロジェクト審査)へと進
みます。
最終選考を通過したチーム(5 チーム選出予定)には、TXS 及び TXS インキュベーションプ
ログラムの運営を担当するブレイクポイント株式会社から 1 社あたり 500 万円～1,500 万円
程度の出資を行い、TXS メインプログラムとして 2019 年 3 月〜6 月までの間、プロダクトや
サービスのプロトタイプ開発を行っていただきます。各チームは引き続き、TXS インキュベ
ーションセンターを無料で利用することが可能です。
２．バーチャルタレント育成プログラム（新設）
TXS と upd8 が連携して実施するバーチャルタレントの育成プログラムです。バーチャル
タレントの創出を目指すチーム（最大 3 チーム選出予定）に対し、upd8 から制作・活動資
金を提供するほか、スタジオの無償提供、機材・技術面のアドバイス、法務・労務などバッ
クオフィスのサポートが提供されます。
＜募集概要の告知とエントリー＞
TXS 公式サイト（ http://tokyoxrstartups.com ）にて、募集概要の告知とエントリー受
付を行っておりますのでご確認下さい。
＜募集期間（全プログラム共通）＞
2018 年 10 月 2 日（火曜日） 〜 2018 年 11 月 30 日（金曜日） 23 : 59
＜各プログラムの詳細＞
■TXS 第 5 期インキュベーションプログラム
1. 6 ヶ月間のプログラム

上述の通り、プレプログラム 2 ヶ月＋メインプログラム 4 ヶ月、合計 6 ヶ月間のプログラム
となります。
2. 開発や事業の成長をサポート
24 時間利用可能なオフィススペースを提供するほか、XR 及びブロックチェーンに関する最
新の情報を得られる環境を整備し、迅速な製品開発が進められるようにサポートいたしま
す。また、国内・海外の外部パートナーとの連携の機会を用意いたします。
3. メンタリング
TXS 代表の國光及び国内・海外のメンター陣によるメンタリングを提供いたします。
4. Demo Day の実施
プロダクトやサービスの発表の場として、Demo Day を実施します。Demo Day を通じて VC
や投資家、事業会社等へ直接アピールし、資金面や事業面での支援を得ることで更なる成長
が実現可能となります。
5. 募集対象
XR 及びブロックチェーンに関する革新的なプロダクトやサービスのアイデア、ビジネスプ
ランを持っており、その実現のための技術力を持つチーム。
6. 応募条件
・プログラム期間中（プレプログラム 2 ヶ月間＋メインプログラム 4 ヶ月間）に、XR 及び
ブロックチェーンを使ったプロダクト、サービスを開発できること
・プログラム期間中チーム内最低 1 名は TXS インキュベーションセンターに常駐できること
・登記済みの法人、または未登記の個人・団体であること
・年齢・性別・国籍は不問
・TXS が開催するイベント等に積極的に参加できること
■バーチャルタレント育成プログラム
1. 3 ヶ月間のプログラム
育成プログラムとして、3 ヶ月間の支援を予定しています。バーチャルタレント育成のため
upd8 から制作資金及び活動資金を提供するほか、スタジオやオフィススペースについても
無償で提供することにより、クリエイティブに専念できる環境を提供します。
2. バーチャルタレントのプロデュースを全面的にサポート
upd8 が蓄積してきたバーチャルタレントのプロデュースノウハウを提供するほか、機材・
技術面の協力及びバーチャルタレント事業の推進に伴う法務・労務などバックオフィス面に
ついてもサポートを行います。
3. 募集対象
具体的なバーチャルタレント企画を持ち、その実現のためのクリエイティブ力を持つチー
ム。

4. 応募条件
・プログラム期間中（3 ヶ月間）にバーチャルタレントをローンチできること
・年齢・性別・国籍は不問
・upd8 にご参加いただけること
・upd8 が開催するイベント等に積極的に参加できること
＜Tokyo XR Startups 株式会社について＞
Tokyo XR Startups 株式会社は、XR 及びブロックチェーン領域のスタートアップに対し、
資金提供やワーキングスペースの貸与、バックオフィスサポート等の支援を行うインキュベ
ーションプログラムを運営しています。
＜upd8 について＞
upd8 は、Activ8 株式会社が運営する、バーチャルタレントを支援するために誕生したプロ
ジェクト。誰もがアバターをまとって活動をする仮想世界の到来に備えて、すでに活動を始
めた仮想世界で生きる才能（タレント）が活動の幅を広げて行けるよう、必要なノウハウの
提供からさらなる躍進のための展開まで、リアル・バーチャルに関わらない支援をおこなっ
ています。
＜ブレイクポイント株式会社について＞
2004 年設立のインキュベーター。累計で 300 社以上のスタートアップの支援実績を持って
おり、TXS プログラムの第 1 期から運営に関わっています。
以上

