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株式会社 も み じ 銀 行

Unicorn プログラムの実施及び参加者募集について
山口フィナンシャルグループ（社長 吉村 猛）は、傘下の株式会社もみじ銀行（頭取 小田 宏史）
と共同で、地域にスタートアップ企業の集積を創り、地域にイノベーションのプラットフォー
ムを構築するための取り組みとして、アクセラレーションプログラム（名称：Unicorn プログ
ラム）を広島県で実施することとしましたのでお知らせします。
※アクセラレーションプログラム：スタートアップ企業とアクセラレーターが協力して事業共
創を図り、短期間でビジネスを加速化・成長させる取り組み
記
1. 概要
Unicorn プログラムは、地域の主力企業、行政機関、大学、金融機関等、地域のメインプレ
イヤーがアクセラレーターとなって、スタートアップ企業を支援する取り組みです。
※アクセラレーター：スタートアップ企業を支援する者
具体的には、地域の産・官・学・金が、事業提携や資金支援、出資を通じてビジネスモデル
を磨き上げ、スタートアップ企業の成長力を地域に取り込み、地域の主力産業に育成するプロ
グラムです。
＜実施イメージ＞
出資・提携

＜各アクセラレーターと役割＞
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２．募集内容
地域課題を解決するビジネスモデルを持つスタートアップ企業および、事業提携や出資を通
じてスタートアップ企業を支援するアクセラレーターを募集します。
応募されたスタートアップ企業のうち、選考を通過した企業（１０社程度を想定）
については本選ピッチに登壇いただき、アクセラレーターによる業務提携、資金支援、出資を
受けることができます。地域が協力してスタートアップ企業のビジネスを加速化させ、成長を
図ります。
＜スタートアップ企業＞
広島県をはじめとする中国地域の課題を解決するビジネスモデルを持つ
法人・個人
【重点募集項目】
＜テーマ＞

募集要項

観

＜ビジネスモデルの例＞

光：インバウンド、宿泊に関するもの

海

：漁業が抱える課題や海洋資源の保全に資するもの

も の づ く り：自動車、船舶等、地場製造業の革新に資するもの
＜アクセラレーター＞
スタートアップ企業の成長支援を通じて、自社の経営多角化やイノベーシ
ョンの創出、地域貢献を目指す団体
募集期限：平成３１年３月２９日（金）
選考

スケジュール

：募集開始後、随時開催

＜本選ピッチ＞
平成３１年５月３０日（木）
場所：NTT クレドホール（広島県広島市中区基町６－７８）
※本選ピッチ以降、アクセラレーション（提携・出資等）を実施
＜スタートアップ企業＞

定員

１０社程度（本選ピッチ登壇企業）
＜アクセラレーター＞
１００団体
＜スタートアップ企業＞

申込方法

別紙「参加申込書」にご記入のうえ、郵送にてお申込みください。
＜アクセラレーター＞

別紙「アクセラレーター登録承諾書」に必要事項ご記入のうえ郵送にてお
申込みください
【郵送先、ＷＥＢサイト】
〒750-8603
山口県下関市竹崎町 4 丁目 2 番 36 号
山口フィナンシャルグループ

投資共創部

URL：http://www.unicorn-program.jp

参加費

無料
＜主催＞
もみじ銀行、山口フィナンシャルグループ
＜協力＞
広島県

運営

＜後援＞
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会（予定）
中国経済産業局（予定）
山口キャピタル
＜協賛＞
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム
以

【本件に関するお問い合わせ先】
山口フィナンシャルグループ 投資共創部
森本、吉村 ＴＥＬ：０８３－２２３－３７４６
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Overview
〜プログラム概要〜

このプログラムは、広島県を中心とする地域の主力企業や行政機関、大学、金融機関等から
構成されるアクセラレーターが、地域の課題を解決する全国のスタートアップ企業に対し、
助言や出資、事業提携を通じた支援を行うプログラムです。
＜実施イメージ＞

出資・提携

＜各アクセラレーターと役割＞
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Recruiting Start-ups
〜スタートアップ企業〜

地域の課題を解決するビジネスモデルを持つスタートアップ（法人・個人）を募集します。
【重点募集項目】
観光
：インバウンド、宿泊に関するビジネス 等
海
：漁業の課題解決や海洋資源の保全に関するビジネス 等
ものづくり：自動車、船舶等地場製造業の革新に資するビジネス 等

Recruiting Accelerators
〜アクセラレーター〜

スタートアップ支援に関心があり、スタートアップとの協業、出資の検討を通じて自社の経営
多角化を図る支援者（地域の主力企業、行政機関、大学、VC）を募集します。
100団体を目途に募集を行い、定員になり次第、募集を終了します。

Schedule
〜スケジュール〜

募集期限 ：平成31年3月29日（金）
選考期間 ：募集開始より随時実施
本選ピッチ：平成31年5月30日（木） NTTクレドホール
支援期間 ：本選ピッチ開催より1年間

How to apply
〜申込方法〜

＜スタートアップ企業の方＞
参加申込書に必要事項をご記入のうえ、下記住所により申込願います。
＜アクセラレーターの方＞
登録承諾書に必要事項をご記入のうえ、下記住所に郵送によりお申込願います。
【お問合せ先】
住所：〒750‐8609 山口県下関市竹崎町4-2-36 山口フィナンシャルグループ投資共創部 行
電話：083‐223‐3746
WEBサイトURL：http://www.unicorn-program.jp

【スタートアップ企業申込用】

Unicornプログラム参加申込書
貴社名
（個人の方は氏名）

代表者名
ご住所
事業内容
ご連絡先

TEL:
E-mail:

【郵送先】
〒７５０−８６０３
山口県下関市竹崎町４丁目２番３６号
山口フィナンシャルグループ 投資共創部 行
ＦＡＸ：０８３−２２３−３４５０
【個人情報の取り扱について】
弊社は申込に関する情報を下記のとおり取扱います。
１．個人情報の利用目的
①本プログラムに関するご案内、ご連絡、お問合せに対する回答および資料送付のため
②本プログラムの受付管理、予選、本選の審査・アクセラレーション運営等に利用するため
③広島県のイノベーション施策の案内等に利用するため
④所属団体名・企業名を本プログラムを紹介する資料や特設サイトに掲載するため
２．個人情報の第三者への提供
ご提供いただいた個人情報は、本プログラムの実施機関（主催、協力、後援、協賛）において利用目的の範囲内で利
用することとする。原則として、利用目的以外で申込者の同意なしで第三社へ開示・提供は行わない（ただし、法令等
により開示を求められた場合を除く）。

【お問合せ先】
電話：083‐223‐3746
担当：山口フィナンシャルグループ 投資共創部 森本・吉村

【アクセラレーター申込用】

Unicornプログラム
アクセラレーター登録承諾書
平成

年

月

日

企業・団体名

ご連絡先

TEL:
E-mail:
役職

氏名

ご登録者名

【個人情報の取扱いについて】
弊社はアクセラレーターに関する情報を、下記のとおり取扱いします。
１．個人情報の利用目的
弊社がＵｎｉｃｏｒｎプログラムにおいて取得し、または保有する個人情報の利用目的は、次の通りとする。
①本プログラムに関するご案内・ご連絡のため
②本プログラムの運営管理やピッチ等のイベント開催に利用するため
③本プログラムで撮影された写真・映像や所属団体名・企業名等を本プログラムの報告・紹介する資料での利用や特設サイトに掲載す
るため
④本プログラムの参加者からの問い合わせに対する回答および資料送付のため
２．個人情報の第三者への提供
①ご提供いただいた個人情報は、弊社でのみ利用目的の範囲内で利用することとする。原則として利用目的以外のことで参加者の同意
なく第三者へ開示・提供はしない。（ただし、法令等により開示を求められた場合は除く）
②参加者に関する情報が弊社の過失なく他の参加者から第三者に提供され、参加者に損害が生じた場合であっても、弊社は一切の責任
を負わないものとする。
【注意事項】
出資及び事業提携によって生じる権利義務関係について、アクセラレーターは自らの責任において決定するものであり、出資及び事
業提携の成否から生じる結果等は、アクセラレーターに帰属するものとし、弊社は責任を負いません。出資及び事業提携を行った事
実が第三者に伝わった結果、生じた不利益・トラブル等につきましても、弊社は責任を負いません。

【お問合せ先】
電話：083‐223‐3746
担当：山口フィナンシャルグループ 投資共創部 森本・吉村

