平成 28 年度沖縄ハワイクリーンエネルギー協力推進事業

太平洋ハイテクセンター（PICHTR）を活用した
海外展開支援プログラム 実施要領
1. 目 的
沖縄県は、沖縄 21 世紀ビジョンで示した「低炭素島しょ社会の実現」に向けた取組として、
「沖縄
ハワイクリーンエネルギー協力」を推進する「沖縄ハワイクリーンエネルギー協力推進事業」を立ち
上げました。
沖縄県とハワイ州が締結している「沖縄ハワイクリーンエネルギー協力」は、互いの地域のエネル
ギー政策目標の達成や互いの地域で培ったエネルギー・環境関連技術を他の州や海外への展開を促進
することを目的としています。
本推進事業は、
「沖縄ハワイクリーンエネルギー協力」を推進するため、本県の再生可能エネルギー
の普及や導入量拡大に向けた展開や、沖縄で培ったエネルギー・環境関連の技術・ノウハウを活用し
た国際貢献や沖縄企業の海外展開の促進を図る取組を実施しています。
2. 支援内容
沖縄県は、県内企業の海外展開を促進するため、ハワイ州において企業支援を行っている非営利法
人「太平洋ハイテクセンター（PICHTR; Pacific International Center for High Technology Research）
」
の企業育成プログラム（EEx; Energy Excelerator Program）活用を推進するため、プログラムの参
加費やハワイ等への渡航や滞在費用に対して支援を行います。
EEx では、PICHTR が持つネットワークを通じ、ハワイ及びアジア太平洋における顧客発掘するた
めの資金及び市場参入戦略構築支援を受けることができます。

Energy Excelerator (2017) スケジュール表
GO TO Market
Jan, 2017 2017 cohort announced
Feb, 2017 Kickoff Week ( an intense week of customer discovery )
Apr, 2017 Silicon Valley Week
Jun, 2017 Energy Excelerator Family Reunion & end of program

3. Energy Excelerator プログラム受講者選定に向けた工程
① 申請書（
【様式】Energy Excelerator（2017） 参加応募申請書） 受付
※申請書は日本語・英語にて、簡潔に記載下さい（表紙を含みＡ４、2 枚程度）
。
期

間： 9 月 5 日～9 月 30 日

提出お問合せ先：以下の「申請書提出、お問い合わせ先」を参照ください。
② Energy Excelerator プログラムへの適合性確認（TV 会議等）
期

間：申請受付後、順次実施。

③ PICHTR 担当者との面談（英語）、推薦企業の決定
期

間：11 月下旬

④ 沖縄県公募に係る補助事業者の選考会
⑤ プログラム受入企業の決定 12 月上旬を予定
4. 沖縄県支援事業 － エネルギー関連産業海外展開支援補助事業（仮）
沖縄県内のエネルギー・環境関連企業の海外展開を推進することを目的に、ハワイで展開されている
海外展開企業支援プログラムへの参加に対し、支援を行う。
・対 象 者：沖縄県内に拠点を持つ企業で、提案する商品、システムやサービスを自ら実施しているとこ
ろ。
・対象分野：エネルギー・環境関連分野
・支援内容：ハワイの PICHTR が展開する EEx プログラムの参加費全額及び渡航にかかる航空賃及び宿
泊費に対する補助を予定。
・補助内容：補助の対象は１社とする。
（補助率 8/10、補助額 320 万円以内（総事業費 400 万円）
。
）
・公募時期：平成 28 年 10 月頃
・申請条件：３に記載のある EEｘプログラム受講者選定に向けた工程に応募して、PICHTR から EEｘ
プログラムへの参加を推薦された者に限る。
5. 申請書の提出、お問い合わせ先
沖縄ハワイクリーンエネルギー協力推進事業受託共同企業体
株式会社沖縄エネテック エネルギー開発部
エネルギーグループ 古木、島袋
〒901-2131 浦添市牧港 5 丁目 2 番 1 号
TEL 098-879-9085 FAX 098-879-9040
Email：s-furuki@o-enetech.co.jp
※受付、問合せ時間は土日、祝祭日を除く、午前９～正午、午後１～５時までとさせていただきます。

【様式】
Energy Excelerator （2017） 参加応募申請書
平成 年 月 日
沖縄ハワイクリーンエネルギー協力推進事業受託共同企業体 宛て

Energy Excelerator （2017）への参加を希望致しますので、下記のとおり申請します。
記

【商品・サービス名】

【関連分野】
（該当する番号に丸を付けて下さい。
）
1）エネルギー関連、 2）水・環境関連、 3）ＩＴ・サイバーセキュリティ関連、
3）農業関連、

4）輸送関連、

6）その他

【申請者及び連絡先】
（申請者）

（企業名）
（代表者役職・氏名）
（住 所） 〒

（連絡窓口） （担当者名）
（所属･役職）
（住 所） 〒
（電話番号）
（e-Mail）

印

【質問事項】
1.

What problem are you solving?
（どのような問題を解決しようとしているのか？）

2.

Who is your customer? Can it scale?
（御社の顧客としているはどなたか。御社製品は拡大可能か？）

3.

How does it fit into our system?
（どのように私たちのシステムに適合するか？）

4.

What do you need to be successful?
（成功するために御社が必要としていること・モノは何か？）

5.

What do you want to know more about (blind spots)?
（より深く知りたいことは(御社の盲点)？）

6.

How can we help?
（私たちがお手伝いできることは？）

7.

Where are you with your technology or solution? (TRL)
（御社の技術またはソリューションはどの段階にあるか？）

8.

How many target customers have you interviewed?
（ヒアリングを行ったターゲット顧客数は？）

9.

Do you have any commitments from strategic partners?
（戦略的パートナーからのコミットメントはあるか？）

10. How much funding have you secured?
（これまでどれくらいの資金を確保したか。）

