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「ひろしまユニコーン１０プロジェクト」

STARTUP ACCELERATION 挑 戦 者 決 定 !
～経験豊富な専門家とスタートアップフレンドリーな職員が全力で支援～

広島県では，世界に選ばれる「イノベーション創出拠点ひろしま」となるべく，広島から世
界に大きく羽ばたき成長することを目指す企業を応援するプロジェクト「ひろしまユニコー
ン 10※」プロジェクトをスタートしています。
このたび，本プロジェクトのサポートメニューの一つであるスタートアップ企業等の事業
成長を支援するプログラム「ひろしまユニコーン 10」STARTUP ACCELERATION において，挑戦
者の公募を行い，専門家による審査を経て，12 社の挑戦者が決定しました。
今後は，４ヶ月の伴走型プログラム（ベンチャーキャピタルや先輩起業家によるメンタリ
ング，勉強会，マッチングイベント，成果発表会）を通じて 12 社の事業成長を支援します。
※「ひろしまユニコーン 10」プロジェクト概要
10 年間でユニコーン企業に匹敵するような企業を 10 社創出することを目標として掲げ，広島
から世界に大きく羽ばたき成長することを目指す企業を応援するプロジェクトです。広島県が目
指す「ユニコーン」は，
「創業 10 年以内」
「テック系企業」
「未上場」にはこだわらず，時価総額
10 億ドル以上への急成長を志向する企業です。スタートアップはもちろん，企業内で新事業にチ
ャレンジしてカーブアウトを目指す人や，アトツギベンチャーも歓迎し，企業の成長フェーズに
合わせたサポートを展開します。ユニコーンのような企業の存在は，さらなる挑戦への着火剤と
なり，広島に，挑戦することが当たり前の土壌・文化を形成していきます。
詳細は特設サイトを参照「 https://hiroshima-unicorn10.jp/startup-acceleration 」
【スケジュール】
（予定）
○令和４年 11 月 18 日（金）～：ハンズオン支援開始
・ベンチャーキャピタルや先輩起業家などによるメンタリング
・事業プランの磨き上げ
・交流会の開催によるコミュニティの拡大支援
○令和４年 11 月 29 日（火）

：ファイナンス勉強会

○令和４年 12 月 12 日（月）

：オープンイノベーション勉強会

○令和５年１月

：ベンチャーキャピタルとのマッチングイベント

○令和５年２月

：事業会社とのマッチングイベント

○令和５年３月

：成果発表会

【本事業の事務局概要】
名称 ：フォースタートアップス株式会社（URL：https://forstartups.com/）
お

だ

まつざき

しろま

担当者：小田，松崎，城間
所在地：東京都港区六本木１－６－１ 泉ガーデンタワー36Ｆ
E-mail：hiroshima_unicorn10sa@forstartups.com

○採択企業一覧（全 12 社）※五十音順（敬称略）
企業名
代表者名
株式会社 AZOO

代表取締役
よこた

ひろこ

横田 裕子

株式会社アルファフェニックス

代表取締役
ふじい

はじめ

藤井 肇

株式会社エクレクト

代表取締役
つじもと まさ お

辻本 真大

株式会社シーテックヒロシマ

共同代表/CEO
いまい

みちお

今井 道夫

SKY SOCIAL 株式会社

代表取締役
いけだ

しょうへい

池田 昌 平

セディカル株式会社

代表取締役社長
みやた

かずき

宮田 和季

合同会社なぎさ会

代表
なかおき たいぞう

中沖 泰三

所在地
京都府京都市
下京区烏丸通
仏光寺下ル大
政所町 680－
１

広島県広島市
東区牛田中一
丁 目 10 － ７
－302 号

広島県広島市
南区段原南１
－３－53 広
島イーストビ
ル 18Ｆ

事業内容
ホテル DX システム WASIMIL（ワシ
ミル）を開発・販売しています。ホ
テル・旅館の予約取得管理，宿泊管
理，BI，CRM・マーケティングまで
を一体型で提供し，ホテル DX によ
る生産性向上をサポートします。
海遊び，ボート遊びの情報共有ア
プリ”ankaa map”を運営。プレジ
ャーボートの適切な管理を行い安
心できるクルージング環境を提供
し，係留場所を中心とした持続可
能な活性化を，沿岸地域の未来を
創造します。
海外・首都圏の先端技術や人材開
発メソッドを組合せたビジネスモ
デルで企業の DX（CX／EX 向上）を
推進。ひろしま―首都圏―世界を
繋ぐ人と技術とビジネスの循環型
エ コシステ ムの実現 を目指 しま
す。

広島県呉市阿
賀南２丁目
10 番 １ 号 呉
サポート・コ
ア９号室

海の共通の課題であるフジツボを
切り口に，海をデータ化すること
で海に関わるすべての産業をアッ
プデートします。水産業・製造業・
造船業，すべてを兼ね備える広島
で海の課題の抽出と解決策の創出
し，海洋テクノロジーの一丁目一
番地にしていきます。

広島県広島市
南区京橋町１
−７アスティ
広島京橋ビル
ディング

近くの今知りたいを知る地域特化
型アプリ「みせとく！」
検 索要らず で近くの お店を 見つ
け，連携クーポンで地域に人を集
め，今の情報をお店周辺の方に届
けます。みせとく！の考える地域
密着とは，地域(自分の近く)の今
の情報を訴求することです。

山口県周南市
梅園町一丁目
38 番地

広島県広島市
西区三篠北町
19－27 ２Ｆ

セディカルは，予防医学に基づい
たフリーフロムビヨンドスイーツ
を提供するウェルネススタートア
ップ企業です。健康格差を解決し，
人と自然環境が共に豊かに存続で
きる社会を実現します。
自分の体は自分で治せるを企業理
念に，体に優しいこと・モノを発信
していくことを心がけています。
なぎさ会で特許を取り，商品化し
たキュアマウスは，温活に使え，体
を還元できる商品です。メイドイ
ン広島を世界に！

企業名
Nurse and Craft 合同会社

代表者名
代表社員
ふかざわ ひろゆき

所在地
広島県呉市豊
町久比 2312

深澤 裕之

株式会社福山臨床検査センター

経営企画部

主任

ふじもと こうへい

藤本 浩平

株式会社 Flying Cell

代表取締役
かねこ

のりお

兼古 憲生

プラチナバイオ株式会社

代表取締役 CEO
おくはら けいすけ

奥原 啓輔

株式会社ミカタ

代表取締役
なかはら りく

中原 陸

広島県福山市
草戸町１丁目
23 番 21 号

広島県広島市
南区霞１丁目
２－３

広島県東広島
市鏡山三丁目
10 番 23 号

東京都文京区
関口３－３－
18

事業内容
ナースアンドクラフトは，瀬戸内
海に浮かぶ大崎下島を拠点とし，
医療・介護・ヘルスケアに企業ドメ
インを置く会社です。2020 年より
訪問看護事業を始め，現在，高齢者
向けヘルスケアサービスを展開し
ています。
臨床検査事業に 55 年携わってい
る福山臨床検査センターが新規事
業として取り組むのは，健康保険
組合が実施する特定保健指導にお
いて，実施率，対象者の健康数値の
改善率の向上，コスト削減の 3 つ
の課題を解決するためのサービス
です。
広島大学の発明技術である磁気タ
ー ゲティン グを基に 細胞治 療製
品・医療機器の研究開発，製造，販
売を行う会社です。最初の開発品
として，患者侵襲性が低く膝軟骨
本来の硝子軟骨の再生が期待でき
る製品の治験を実施しています。
産業利用に最適な「ゲノム編集」技
術と，生物機能を最大限引き出す
「バイオ DX」
技術を駆使して，
様々
な 事業パー トナーと の共創 によ
り，フード＆アグリテック，環境・
エネルギー，創薬・医療の分野で革
新的な製品を開発します。
縦型ショート動画・ライブコマー
ス・動画作成ツールを一気通貫で
提供する動画コマースソリューシ
ョンを提供します。想い・こだわり
が伝わりづらい EC の課題を動画
で解決し，滞在時間・コンバージョ
ンを向上します。

