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KPMG Matchiとは

● KPMG Matchiは、KPMGジャパン及びKPMGメンバーファームのスタートアップ
データベースです。

● 各国のKPMGメンバーファームは、Matchiを活用して顧客企業とスタートアップの
イノベーションチャレンジを 推進しています。

● Matchiのホームページで企業情報の登録申請

● 自社に適したマッチング案件の提案受領

● グローバルで5,500社以上のTech系企業に強み
を持ったスタートアップのデータベース

● Matchiを利用してイノベーションチャレンジを実施

● 新規事業関連マッチング 案件の実施

● KPMGジャパンと各国のKPMGメンバーファーム
は連携して顧客企業の条件に適したグローバル
スタートアップをリストアップ
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特徴

イノベーションチャレンジの事例

Japan Startup / Global Startup KPMGジャパン / KPMGメンバーファーム

● 日本のスタートアップは、 Matchiを通じて、グローバル企業とのオープンイノベーション
の機会を得られます。
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マッチング準備 マッチング支援

Abu Dhabi Innovation Challenge in 2017-2019

UAEや中東、アフリカ、南アジア拠点の企業や消費者の課題に
対し、スタートアップ企業を選抜し革新的なソリューションを提供

Hackcelerator program in MAS FinTech 
Festival in 2017-2019
金融業界の課題解決のため、グローバルにスタートアップ企業を
募集・選抜し、マッチング等を実施

Source : https://home.kpmg/sg/en/home/insights/2019/06/
 global-fintech-hackcelerator-2019.html

グローバルデータベース86 92 64

KPMG Matchi

スタートアップの
グローバルチャレンジ



お願い
● Matchiの登録情報はマッチング案件等に随時活用しているため、登録内容（プロダクト情報、

電話番号等）に変更がある場合は、最新の情報へ更新をお願いします。

● KPMGジャパンより最新アップデートの依頼や案件情報等のメールをお送りしますので、
受信できるよう設定をお願いします。
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入力項目の説明5

登録申請の手順3

・ KPMG Matchiのホームページへアクセス 
・ 推奨ブラウザ：Google Chrome 
  https://matchi.biz/register?country=japan

STEP

1

・ 新興技術プロバイダー向け（For Emerging Tech Providers）の下に
あるボタン「ソリューションをグローバルプラットフォームに追加する（Add 
my solutions to the global platform）」を押下し登録申請画面へ 

・ メールがsupport@matchi.bizより届く
・ 30分以内にメールに記載されている「verify your email address」を

押下

・ KPMG Matchiへログインできることを確認 
ID：申請したメールアドレス 
PW：登録手順3で表示されたパスワード

・ 5ステップに亘る各申請項目を入力 
※次頁へ遷移した後、前ページへ戻ることはできませんのでご留意ください 
※ブラウザの戻る機能を利用すると、初めからの入力となりますのでお気を

付けください
※最後の入力ページの上段に表示されるパスワードを必ずお控えください

個人情報

分類 入力項目 説明#

組織のロゴ ―

その他

ログインの詳細

ソリューション
の概要

組織の詳細

ファーストネーム
苗字
職名
会社のメール
電話
国
市
組織名
組織のタイプ
ウェブサイト
実在住所
イノベーションの説明
ビデオURL
ソリューションキーワード
イノベーションテーマ
パスワード変更
私たちのことをどこで知りましたか
プロモーションコード
KPMGファームで働いていますか

登録者の名前を入力　例）花子
登録者の苗字を入力　例）山田
登録者の役職を入力　例）CEO、CCO
連絡先のメールアドレスを入力
連絡先の電話番号を入力
英語で「Japan」を入力、「日本」が表示されるので選択
本社所在地の都市名を入力　例）東京都
会社名を入力
プルダウンリストより「新興技術プロバイダー」を選択、英語表示は「Emerging Tech Provider」
会社の公式ホームページのURLを入力
本社所在地の住所を入力
プロダクトの説明を入力
紹介ビデオのURLを入力　例）YouTubeにアップロードしているプロダクト紹介URL等
プロダクトのキーワードをカンマ区切りで英語入力　例）AI, Deep learning, Image analysis
表示されるテーマの中より該当するテーマを1つまたは2つ選択　※3つ以上は選択不可
自動生成されたパスワードを変更したい場合は、「パスワードを変更する」を押下しパスワードを入力
プルダウンリストより該当のものを選択
コードを入力
該当する場合は、KPMGファーム名を入力
組織のロゴをアップロード、ファイルサイズは5MB未満、ファイルタイプはpng、jpg、jpeg、gif
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ご不明点等ございましたら、下記までご連絡ください

KPMGジャパン
フィンテック・イノベーション部

（オープンイノベーションチーム直通）

【問い合わせ先】
本リーフレットで紹介するサービスは、公認会計士法、独立性規則及び利益相反等の観点から、提供できる企業や
提供できる業務の範囲等に一定の制限がかかる場合があります。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。
私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは
保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況
を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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