
 

 

 

令和 5年 1月 19日 

「ひろしまユニコーン 10」アクセラレーションプログラムの今後の主な取組について 

 

１ 要 旨 

「ひろしまユニコーン 10」のアクセラレーションプログラム（以下，本プログラム）」において支援し

ている 12 社（企業詳細は別紙１のとおり）へのビジネスマッチング支援及び，本県全体でスタートアッ

プを応援する気運醸成を図るため，ベンチャーキャピタルや事業会社向けのプレゼンテーションイベン

トを開催する。 

 

２ 概 要 

（１）ひろしまユニコーン 10 スタートアップアクセラレーション ピッチナイト  

  日時：令和５年２月２日（木）18:00～20:00 

  場所：ＣＩＣ Ｔｏｋｙｏ（東京都港区虎ノ門） 

  内容：本プログラムの採択企業 12社が，主にベンチャーキャピタルに対し，プレゼンテーションを行  

い，資金調達につながる有効な接点を作る。 

  参加者：首都圏ベンチャーキャピタル，メディア関係者，ＣＩＣ会員企業（事業会社・ベンチャーキ       

ャピタル・スタートアップなど） 

 

（２）「ひろしまユニコーン 10」オープンイノベーションピッチ 

  日時：令和５年２月 16日（木）16:00～18:00 

  場所：Hiromalab※（広島市中区） 

  内容：本プログラムの採択企業 12社を中心とした県内企業が，主に事業会社に対し，プレゼンテーシ 

ョンを行い，協業や連携につながる有効な接点を作る。 

また，「ひろしまユニコーン 10」プロジェクトに関する情報を事業会社に周知することで， 

     本プロジェクトへの参画や協力希望者の増加，プロジェクトを中心としたエコシステムの 

     形成と拡大を目指す。 

参加者：県内外の事業会社，メディア関係者，スタートアップ企業，他 

  共催者：三井住友信託銀行，広島銀行，中国経済連合会 他 

  会場協力：広島ベンチャーキャピタル 

※R4.12.21にオープンした，広島ベンチャーキャピタルが運営するコワーキングスペース。 

 

（３）成果発表会 

日時：令和５年３月９日（木）17:00～20:00（予定） 

  場所：Hiromalab※（広島市中区） 

  内容：本プログラムの採択企業 12社が，アクセラレーションプログラムによる成果を発表し，視聴 

するベンチャーキャピタルや事業会社等との協業や連携につながる有効な接点を作るととも

に，スタートアップ企業等の挑戦の様子を広く周知することで，本プロジェクトへの参画や協

力希望者の増加，プロジェクトを中心としたエコシステムの形成と拡大を目指す。 

参加者：県内外の事業会社，メディア関係者，スタートアップ企業，企業支援団体 他 

  会場協力：広島ベンチャーキャピタル 

３ その他の取組 

上記の他，海外展開を支援するアクセラレーションプログラムを JETRO広島と共催中（採択 13社）。 

（詳細は別紙２のとおり） 
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 「ひろしまユニコーン 10 プロジェクト」アクセラレーションプログラム 採択企業 12社 

採択企業 代表者名 事業概要 

㈱AZOO 横田 裕子 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。 

㈱アルファ 

フェニックス 

藤井 肇 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＾

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。 

㈱エクレクト 辻本 真大 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。 

㈱シーテック 

ヒロシマ 

今井 道夫 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。 

SKY SOCIAL㈱ 池田 昌平 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。 

セディカル㈱ 宮田 和季 セディカルは，予防医學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。 

(同) なぎさ会 中沖 泰三 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。弊社で特許を取り，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！ 

Nurse and 

Craft(同) 

深澤 裕之 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。 

㈱福山臨床 

検査センター 

藤本 浩平 臨床検査事業に 55 年携わっている弊社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

の改善率の向上，コスト削減の 3課題を解決するためのサービスです。 

㈱Flying Cell 兼古 憲生 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。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。 

プラチナバイオ㈱ 奥原 啓輔 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。 

㈱ミカタ 中原 陸 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。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。 
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「ひろしま グローバル ユニコーン インキュベーター」 （受託事業者：ＣＩＣ Ｔｏｋｙｏ） 

国の財源をもとに，スタートアップ・エコシステム拠点都市の強化を目的として，JETRO広島が広島県

と共催して，令和４年 10月から開催している海外展開支援アクセラレーションプログラム 

対象：広島県及び近隣の県で活躍するスタートアップや起業家，研究者等 

内容：先輩起業家や投資家，専門家等による研修・個社メンタリング・英語プレゼンテーション練習な

どを通じて，ユニコーン企業へと成長する礎を築く。一部はエコシステムの本拠地ボストンへ視

察に行く。 
 
〇令和５年１月 14日（土）午後     （於 CLiP HIROSHIMA）英語プレゼンテーション大会 

〇令和５年２月 11日（土）～17日（金） ボストン視察研修 

（advanced コース３社及び basic コース１～２社） 

 〇令和５年２月 24日（金）午後     （於 ＣＩＣ Ｔｏｋｙｏ）採択企業 13社の成果発表会を開催 

 採択企業 コース※ 事業概要 

１ 
プラチナバイオ株式会社 

Advanced 
ゲノム編集とバイオインフォマティクスの技術を利用した国

産ゲノム編集技術の社会実装を目指す。 

２ 
株式会社 Medlarks 

Advanced 
カテーテル関連尿路感染症（CAUTI）を予防する，原因菌の体内

への侵入を防ぐデバイスを開発する。 

３ 
株式会社シーテックヒロシマ 

Advanced 
フジツボの除去を始めとする海の課題解決を目指し，海に関わ

る産業をアップデートする。 

４ 

株式会社ケン・リース 

Basic 

おしぼりレンタル等のグループ会社の地域ネットワーク構築

強化のため設立し，広島から「食」でまちを笑顔にする「FROM 

EATS®」事業を開始。 

５ GelBio Basic 甲状腺穿刺エコーモデルの新規開発と製造・販売を行う。 

６ 
株式会社抗体医学研究所 

Basic 
開発した中和抗体を肺線維症や肝硬変に対する医薬として社

会実装するために起業。 

７ 
Nurse and Craft 合同会社 

Basic 
訪問看護サービスや IoTヘルスケアサービスの提供で，とびし

ま海道からグローバル展開を目指す。 

８ 
ナオライ株式会社 

Basic 
日本酒由来の熟成酒『浄酎』を，ジャパニーズウイスキー市場

へ展開することを目指す。 

９ 
セディカル株式会社 

Basic 
予防医学に基づいた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。 

10 
広島大学病院 

Basic 
広島大学発 スマートフォン接続型眼底カメラと AI遠隔診断及

び治療体制の包括的システム構築。 

11 
Team ＳＭＥ 

Basic 
圧電性を利用した「全固体圧電二次電池」を開発，既存二次電

池が抱える安定性等の課題を解決。 

12 
株式会社 WEAVE 

Basic 
閉店後に余った料理を，アプリを通じて販売するテイクアウト

プラットフォーム，「まかない」の運営。 

13 
株式会社 Xiberlinc 

Basic 
先端の脳科学テクノロジーとサービスを提供する広島大学発

スタートアップ。 

 ※Advanced コース…海外展開を具体的に準備する研究開発型スタートアップが対象，主にハンズオン支援。

Basicコース…将来，海外展開に関心がある企業を対象に，主に日本語による集合研修，メンタリング等。 
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