2022 年 3 月 11 日
関係各位
株式会社 FINOLAB

FinTech スタートアップのグローバルピッチコンテスト
「FINOPITCH 2022」の大賞が決定
～ 国際部門は「GIG-A」
、国内部門は「REVSWAP」 ～

株式会社 FINOLAB（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 千恵、以下 FINOLAB）が主催する、
国内外の FinTech スタートアップによるピッチコンテスト「FINOPITCH（フィノピッチ）
」の大賞およ
び各賞が決定しました。国内外の FinTech サービスを提供する 14 社（海外 7 社、国内 7 社）のなかか
ら 、 国 際 部 門 は G-Bank Technologies OÜ の 「 GIG-A 」、 国 内 部 門 は DATAZORA 株 式 会 社 の
「REVSWAP(レブスワップ）
」がそれぞれ大賞を獲得しました。
イベントサイト： https://4f-otmcbldg.tokyo/2022-jp/

FINOPITCH2022 表彰式の集合写真

FINOPITCH は、FinTech スタートアップによる技術革新やビジネスモデルを紹介し、内外の交流機
会を拡げていくために、昨年より開始しました。黎明期であった 2012 年から日本の金融イノベーション
の歴史を創ってきた、日本初の FinTech ピッチコンテスト「金融イノベーションビジネスカンファレン
ス（FIBC）
」を継承し、FINOLAB コミュニティ運営の経験を活かし、新しいフォーマットで開催してい
ます。FINOPITCH では、原則過去 2 年（海外は 3 年）以内に提供開始された、あるいはこれから開始
される最新の FinTech サービスが登場。各社から提出された 7 分間の英語によるプレゼンテーション動
画により、4 つの審査基準（金融市場へのインパクト、ビジネスモデルの革新性、ビジネスの成長性、グ
ローバルサービスとなる可能性）を競い合うほか、視聴者投票を通して「オーディエンス賞」など各賞が
贈られました。
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受賞サービスは次のとおりです。
大賞
国際部門：G-Bank Technologies OÜ「GIG-A」 https://www.gig-a.jp/
評価内容：外国人が日本で金融サービスを利用する際に感じる不便さを解消することを狙ったビジネス
プランを評価
国内部門：DATAZORA 株式会社「REVSWAP(レブスワップ）
」 https://www.revswap.jp
評価内容：多くのスタートアップが SaaS モデルでのビジネス構築を行っている中、既存金融機関が充分
に対応できていない資金調達を実現しようとする成長性に期待

オーディエンス賞
国際部門：YOUKI GmbH 「Wattify - You Have The Power」 https://wattify.app/
国内部門：株式会社 ABCash Technologies「ABCare」 https://biz.abcash.co.jp/

JETRO 賞
サステナブル・ラボ株式会社「TERRAST」 https://suslab.net/

三菱地所賞
G-Bank Technologies OÜ「GIG-A」 https://www.gig-a.jp/
Visual Alpha「Visual Alpha Portfolio Monitoring」 https://visual-alpha.com/jp

セブン銀行賞
JPYC 株式会社「JPYC」 https://jpyc.jp/

ISID 賞
YOUKI GmbH 「Wattify - You Have The Power」 https://wattify.app/

審査員特別賞
株式会社 MEME「manimo(マニモ）
」 https://manimo.jp/

＜審査にあたった一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS からの総評＞
今回のピッチコンテストにおいては、１）環境問題や金融教育に注目した応募案件が増加、２）ブロッ
クチェーンや AI といった技術を活用した課題解決が定着、３）FinTech 初期に中心だった B2C から B2B
サービスの比重が増加、などの傾向がみられました。
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【ご参考】
FINOPITCH 登壇企業（
「 」はサービス名、リンクは本ピッチ登壇にあたっての参照先)
＜国際部門＞ ※( )内は創業地
Accessifi (China)「Accessifi」 https://accessifi.io/
Eltropy Japan G.K. (USA) 「Eltropy」 https://eltropy.co.jp/
G-Bank Technologies OÜ (Estonia) 「GIG-A」 https://www.gig-a.jp/
Protosure (USA) 「Protosure」 https://protosure.io/
Tractable Ltd. (United Kingdom) 「AI Property」 https://tractable.ai/products/ai-property/
TrinityEco (Singapore) 「Trinityeco」 http://trinityeco.co/
YOUKI GmbH (Germany) 「Wattify - You Have The Power」 https://wattify.app/

＜国内部門＞
株式会社 ABCash Technologies「ABCare」 https://biz.abcash.co.jp/
DATAZORA 株式会社「REVSWAP(レブスワップ）
」 https://www.revswap.jp
JPYC 株式会社「JPYC」 https://jpyc.jp/
株式会社 MEME「manimo(マニモ）
」 https://manimo.jp/
サステナブル・ラボ株式会社「TERRAST」 https://suslab.net/
TOGGLE 合同会社「TOGGLE」 https://www.toggle.global/
Visual Alpha「Visual Alpha Portfolio Monitoring」 https://visual-alpha.com/jp
※アルファベット順

FinTech スタートアップのグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH 2022」
イベントサイト： https://4f-otmcbldg.tokyo/2022-jp/
開催日時：ピッチコンテストおよび授賞式 3 月 11 日（金）17 時半配信開始
※当社主催「Future Frontier Fes by FINOLAB」の Day5 にて実施
言

語：英語

開催方法： YouTube ライブによるオンライン配信
参加費用： 無料（事前申込制）
審 査 員：一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS
アワード：大賞、スポンサー賞、オーディエンス賞
イベントサイト： https://4f-otmcbldg.tokyo/2022-jp/

■関連ニュースリリース
FinTech スタートアップのグローバルピッチコンテスト「FINOPITCH」の初代大賞が決定
～ 国際部門は「iVE.ONE」、国内部門は「serviceX」 ～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000049702.html
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■株式会社 FINOLAB （フィノラボ）概要
所在地：東京都千代田区大手町 1-6-1
代表者：代表取締役 伊藤 千恵
設立：2019 年 7 月 11 日
資本金：3 億円（資本準備金を含む）
事業内容：新規事業／イノベーションのテーマパーク（オンライン＆リアルの場）を創り、ビジネスに関する学び、発見、ワクワク感、
共感できる人との出会い、SANDBOX（実験場）等を提供することにより、事業創出の課題を解決する。また、社会課題を解決する事業
を次々に創出できる、次世代のビジネスエコシステム構築を目指す。
Web サイト： https://finolab.co.jp/jp/index.html

■FINOLAB コミュニティの概要
FINOLAB（The Fintech Center of Tokyo, FINOLAB）は、世界有数の国際金融センターである東京・大手町エリアを拠点とする FinTech
のエコシステムの形成および新規ビジネス創出を目的とした会員制のコミュニティ＆スペース。2016 年 2 月に日本初の FinTech 拠点と
して三菱地所株式会社、株式会社電通および株式会社電通国際情報サービスの協業により開設。2022 年 3 月 1 日時点で、国内外の金融
関連スタートアップ 47 社、業界団体 2 団体、事業法人 23 社が参画。
Web サイト： https://finolab.tokyo/jp/
YouTube： https://www.youtube.com/finolabchannel

■一般社団法人 金融革新同友会 FINOVATORS（フィノベーターズ）概要
スタートアップ支援のプロフェッショナル（弁護士、投資家、コンサルタント、アナリスト、技術者、起業家、金融従事者、公共等）が
ボランティアとして参加している非営利団体。一企業や特定分野の利害を超えたグローバルな視野と未来思考によって、日本経済社会に
おける健全なイノベーションエコシステムの形成を牽引。
Web サイト： http://finovators.org/

【本リリースに関するお問い合わせ先】
株式会社 FINOLAB 担当 立花
E-Mail：info@finolab.co.jp
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