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北欧ニュースダイジェスト

Tiimoについて教えてください。

2015年に私が共同で設立しました。Tiimoが掲げ
るミッションは日々の混乱を和らげ、世界をニュー
ロインクルーシブにしていくことです。好評をいた
だいているTiimoの一日の予定管理アプリは、視
覚情報の方が記述情報より格段に効果があると
いう事実を活用することによって、ユーザーがそ
の日の重要な作業を行い、きちんとこなせるよう
なルーティーン を確立するのに役立つ商品です。 
 
アプリは計画や時間管理、記憶や集中などの実
行機能の困難を支援し、ADHDや自閉症の人々な
ど神経多様性のある人々にとって包摂的となるよ
うにデザインされています。あるユーザーの言葉
を借りると、Tiimoは「時間が読めない人のため
の眼鏡」のようなものです。簡単に聞こえそうで
すが、Tiimoは世界中の25,000人以上のユーザー
の人生を明らかに変えたのです。でもまだスター
トしたばかりです！Tiimoは毎日のルーティーンを
視覚的に管理したい人にも便利なアプリです。現
在、85か国以上のアプリストアから購入できます。

Tiimoの日本語アプリがリリースされたばかりで
すが、なぜ日本市場に関心が？ 
 
日本や日本文化のことはいつも魅力的だと感じて
いました。Tiimoの当初の発売後、日本のテック系
マガジン2社(Techable, EASIER) で、アプリの紹
介や、アプリを使ってADHDや自閉症の人々にどの
ような支援ができるかといった記事が掲載されま
した。日本で注目されたことを知り、アジアの最初
の市場として日本での発売を決めました。 
 
日本と北欧間でイノベーションエコシステムの関
係が深まりつつあることにどのようなメリットが
見られた、あるいは見ていますか？ 
 
日本と北欧では時間の観念が違うことが興味深い
ですね。異なる労働文化を持つユーザー向けにア
プリをどのように適応したり、改善していけるのか
を考えながらTiimoをデザインしていくのは面白い
と思います。もう一つは、私たちはニューロ・イン
クルーシブな社会を創造するという目標において
は共通しているという点です。Tiimoアプリの今後
の開発のためにも会社のためにも、日本からもっ
と学んで理解を深めたいです。 
 
Tiimoが日本市場に参入するにあたっての主な障
壁は？ 
 
日本のアプリストアでの販売を開始したばかりで、
今のところアップル社のApp Storeでしか宣伝して
いません。商品に合ったメンターやパートナーの
発掘、アプリを宣伝してくれる日本のインフルエン
サーへのコンタクトなど、日本市場について学ぶべ
き、探るべきことだらけです。 
 
どのようなステークホルダーにアプローチをした
いですか？ 
 
今年後半に再び資金調達をする予定です。私たち
の旅に加わって共にニューロ・インクルーシブの世
界を創造してくれる新規投資家の方々を求めてい
ます。
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「イノベーション・ラボ・アジア」はデンマーク産業
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で運営するプロジェクトです。詳しい内容について
は以下からご覧ください。
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自動運転ソフトのスタートアップSensible 4、Panasonic Industry Europeと最新自動運転
用センサーの研究・試験で提携。

企業向けスマートな支出ソリューション開発のPleo、評価額約1870億円で約165億円を調
達。デンマークで過去最速となる6年余りで8番目のユニコーン企業に。

チャレンジャーバンクのLunar、シリーズDで約270億円を獲得。この資金調達によりユニコ
ーンステータスも達成。

拡張音響技術のスタートアップFLEXOUND、日本の映画会社ユナイテッド・シネマ社との共
同開発による世界初のラウドスピーカーフリーのシネマサウンドと新型椅子を発表。

MRI脳画像分析のAIソフトウェア開発のCerebriu、Innovationsfondenからおよそ6800万
円を調達。来年度は13億円の調達を目指す。

電気自動車スタートアップEinride、米国の同社のバッテリー駆動トラックのスマートセンシ
ングタイヤを独占的に供給するブリジストン社と提携。

オンデマンド印刷プラットフォームのGelato、約260億円の調達を果たしユニコーンステータ
スを達成。資金調達ラウンドを主導したのはグローバルプライベートエクイティ兼VC企業の
Insight Partners。
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8月30日（月）『北欧スタートアップエコシステム』 
 
Go Global World主催によるウェビナー。ILAのエコシステムアドバイザー/コペンハ
ーゲン・キャパシティのAI投資マネージャーのリサ・モルナーが最近の傾向、主な
取組み、北欧の市場参入・成功に向けた見解などを紹介する。英語開催。 
詳細・申し込みはこちらから。

8月31日（火）『北欧のスマートシティ～人間中心アプローチと地域統合がもたらす
もの』

スマートシティ・インスティテュート(SCI-Japan)主催のウェビナーシリーズ「Smart 
City 101」。北欧のスマートシティにスポットライトを当て、ILAフレンドのノルディック
イノベーション東京も登壇。 日本語開催。 
詳細・申し込みはこちらから。

9月16日(木)-17日(金）TechBBQ 2021 
 
SLUSHに次ぐスカンジナビア第２のテック系サミットTechBBQ 2021  が戻ってきまし
た！今年はほぼオンサイトでの開催です。北欧エコシステムが集結する画期的な２日
間をコペンハーゲンで一緒に過ごしませんか？今注目のスタートアップによるピッチ、
ワールドクラスのステージコンテンツ、そして絶好のチャンスとなるネットワーキングや
ヒュッゲが体験できます。ショートネットワーキングミーティングにはBrellaプラットフ
ォームからアクセスでき、オンライン・オフラインのハイブリッドでコンテンツを紹介し
ます。ILAがコーディネートする多数イベントへの参加もお待ちしています。 
イベントの詳細やチケットの購入はこちらから。 
＊今すぐお申し込みの方には30％オフのサービスがあります。
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北欧アーバンテックレポート

ILAは先月セクターレポート第3弾となる「北欧アーバンテック」を発行しました。北欧地域のアーバン
テックエコシステムや日本進出を狙うスタートアップ 25社を紹介しています。当報告書はCopenhagen 
Capacity、 TechBBQ、Asia House Denmark、BLOXHUB、Urbantech Accelerator、 The Danish 
Industry Foundation、その他北欧地域のコミュ ニティ組織らの協力を得て作成されたものです。

報告書では北欧アーバンテックとスマートシティハブの概要など、北欧アーバンテックの展望について概説
しています。さらには今注目の北欧スタートアップ 25社のソリューションやアジア・日本での抱負も詳しく紹
介しています。報告書は日本語版・英語版があり、その他のセクターの報告書と共に、ILAウェブサイトの
報告書ページから自由に入手できます。

報告書はノルディックイノベーションハウス東京、JETROと共同開催の日本語イベントに合わせて公開され
ました。その模様は次のセクションで詳しく紹介しています。

北欧アーバンテックレポートは他の報告書と同様、スタートアップ企業をさらに追加して随時更新していく
予定です。北欧と日本のエコシステムの協力関係を今後もさらに発展させていけるヒントやきっかけになれ
ば幸いです。

『今が旬！北欧エコシステムを検討するべき理由』

去る6月30日、ILAチームのオリバー・ホールとユリアン・ニールセンはIntralink GroupとNordic Ninja VCと
共同で日本語イベント『今が旬！北欧エコシステムを検討するべき理由』を開催しました。

オリバーとユリアンからは、北欧がデジタル先進国である所以や日本から北欧スタートアップへの投資ブー
ムについて、またNordic Ninja VCの宗原智策氏からは日本のLPとの協業や北欧ディープテックスタートア
ップへの投資にまつわる話などが紹介されました。

さらには、ヘルステック、フィンテック、アーバンテック分野から Walk With Path、Neurescue、 
CEREBRIU、Popit、 Greater Than、 Pie Systems、 DigiShares、 Catenda、 ZOANらスタートアップ9
社を迎え、ウェビナーの中で日本投資家やステークホルダーに向けたピッチを披露してもらいました。

講演の内容やイベントの概要は、日本のベンチャー系ニュースサイトTechableに佐藤友理さんの記事で掲
載されています。（記事はこちら）

『第5回オープンイノベーション塾: 北欧のエコシステムの特徴と現地発『アーバン
テック』の最新動向』

ユリアンとオリバーはさらに7月6日、フィンランドのモビリティスタートアップ企業Sensible4と共に北欧エ
コシステムをテーマにしたジェトロ主催の第5回オープンイノベーションセミナーに登壇しました。

当イベントは、北欧スタートアップとの協業に関心のある日本企業向けに、北欧との関係構築や共同プロジ
ェクトに携わるためのアドバイスを行うことが目的でした。またセミナーは各公的機関、民間企業、スタート
アップなど215人の参加者に、ILAの最新セクターレポート「北欧アーバンテック」を発表できる良い機会と
なりました。

セミナーの内容やイベント、そしてILA、ノルディックハウス東京、フィンランドのスタートアップSensible4ら
全てのプレゼンテーションなど、詳しくはジェトロ掲載の記事よりご覧ください。

今後の活動予定

1．振り返りレポ―ト

目下ILAチームは、これまでに蓄積した数々の知見や知識を基にした “振り返りレポート”を作成中です。私
たちは過去3年間にわたってアジア地域のスタートアップコミュニティとの繋がりを求める人々のために膨大
な情報を収集してきました。その間成功も失敗も味わい、アジアの複雑さを実際に見聞きし、私たちが歩み
を進める中、新しい傾向も見られています。アジアのエコシステムとの関係を築くためのしかるべき術や場
所、理由など具体的な知識を蓄積し、アジアでの国際化を目指すデンマークの試みを阻むその限界を目の
当たりにしながら、プロセスを合理化していく方法を見極めてきました。

北欧―日本のエコシステム間の協業を強化していくための実行可能なモデルもその一つです。

北欧―アジアのエコシステムの間の提携を促進させたいという方々は、ぜひILAのLinkedInページをフォロ
ーして、9月初旬発表予定のレポートに関する詳細をご確認ください。

2．TechBBQサミット2021

今年のTechBBQ Summitは9月16日・17日に開催されます。オンラインとオフラインのハイブリッド形式で
行いますが、実際の会場には2000人以上の参加者を受け付けます。サミットの正式なプログラムは9月第１
週に発表される予定です。ILAも複数のイベントを担当します！ 

サミットの期間中ILAチームは専用ブースを設け、今後の取組みの紹介や、アジア・日本市場進出を検討中
の北欧投資家のためのラウンドテーブルセッションなどを行います。そして夕方からはソーシャルネットワー
キングを企画しています。この夕方の部は、日本やアジアに関心のある北欧のステークホルダーの方々にお
集まりいただく会として、別会場にてお飲み物・お食事もご用意いたします。

ぜひILAのLinkedInをフォローして、発表間近のサミット期間中のILAのイベントスケジュールをチェックして
ください。

＊ネットワーキングイベントはTechBBQのプログラム外となりますので、チケットをお持ちでない方でもご
参加いただけます。
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