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「第 2 回 Unicorn プログラム」登壇企業決定のお知らせ
山口フィナンシャルグループ(社長 吉村 猛)は、傘下のもみじ銀行（頭取 小田 宏史）
と共同で、スタートアップ企業を地域に呼び込み、地域のメインプレイヤー（アクセラレ
ーター）が事業提携・出資し、地域課題を解決する「Unicorn プログラム」を２０１９年２
月より進めてまいりました。
全国からスタートアップ企業約８０社の応募を受け、予選を通過した上位９社による本
選を下記のとおり開催いたします。
なお、アクセラレーターは全国から３１２団体４８３名の応募を受けています。
記
＜プログラムイメージ＞
アクセラレーター

提携・出資

スタートアップ企業

１．登壇スタートアップ企業

（五十音順）

企業名（本社所在地）

事業概要

㈱アスワン（山口県）
㈱ALE（東京都）

クジラ㈱（大阪府）

㈱KURASERU（兵庫県）

㈱サウンドファン（東京都）

㈱スカイディスク（福岡県）

主な受賞歴

観光ジップライン構想

なし

人工流れ星の開発、宇宙エンターテイン

Japan’s START-UP of the year

メント事業

2018 特別賞

空き家をリノベーションし、街ごとホテ

Morning Pitch Special Edition

ルにする「SEKAI HOTEL」事業

2019 ファイナリスト

介護施設とソーシャルワーカーをつな

Tech Crunch Tokyo 2018

ぐプラットフォームの運営

富士通賞

音のバリアフリースピーカー「ミライス

第 30 回中小企業優秀新技術・

ピーカー」の製造

新商品賞 優秀賞

製造業に特化した IoT・AI の開発

EOY Japan Startup Award2018
九州代表

㈱スペース・バイオ・ラボ

宇宙空間での幹細胞培養装置の開発、

Morning Pitch Special Edition

ラトリーズ（広島県）

ロボットリハビリテーション事業

2017 ファイナリスト

中高生向けプログラミング・IT 人材育

経済産業省 J-Startup 選出

ライフイズテック㈱（東京都）

WAmazing㈱（東京都）

成事業
インバウンドに特化した旅行予約プラ

Morning Pitch Special Edition

ットフォームの運営

2019 最優秀賞

総合企画部 広報室
〒750-8603 下関市竹崎町４丁目２番３６号
http://www.ymfg.co.jp

２．アクセラレーター
メインアクセラレーター（７名）
宮坂

学

ヤフー㈱

取締役会長

湯﨑

英彦

広島県知事

末松

弥奈子

㈱ジャパンタイムズ

柳川

範之

東京大学大学院教授

朝倉

祐介

シニフィアン㈱

吉村

猛

㈱山口フィナンシャルグループ

小田

宏史

㈱もみじ銀行

代表取締役会長

共同代表
代表取締役社長

取締役頭取

行政機関（２２団体）

ベンチャーキャピタル・金融機関（１６団体）

広島県、大崎上島町長、熊野町、大竹市、府

山口キャピタル㈱、ワイエムアセットマネジメント㈱、

中市長、東広島市長、竹原市長、安芸太田市

ツネイシキャピタルパートナーズ㈱、JP インベストメ

長、海田町、北広島町長、安芸高田市、呉市

ント㈱、㈱ジャフコ、㈱環境エネルギー投資、大和企業

長、江田島市、安芸太田町、神石高原町、府

投資㈱、三井住友海上キャピタル㈱、SBI インベストメ

中町長、三原市、世羅町長、福山市、山口県、 ント㈱、有限監査法人トーマツ、ゴールドマン・サック
中国経済産業局、広島市

ス証券㈱、みずほキャピタル㈱、DBJ キャピタル㈱、
㈱ドーガン・ベータ、一般財団法人 SFC フォーラム、
SMBC 日興証券㈱
民間企業その他（２７５団体）

青山商事㈱、㈱府中テンパール、㈱ウエストホールディングス、㈱イズミ、㈱バルコム、㈱広島メタル
＆マシナリー、㈱にしき堂、㈱広島東洋カープ、㈱中電工、㈱テレビ新広島、㈱中国放送、田中食品㈱、
㈱ティーユーロジネット、㈱ハマダ、三島食品㈱、㈱フジ、中国電力㈱、㈱石井表記、㈱キーレックス、
広島電鉄㈱、㈱ジェイ・エム・エス、㈱広島マツダ、㈱大進本店、中国醸造㈱、㈱ますやみそ
※その他のアクセラレーターにつきましては、ご登録企業多数のため、特設サイトに掲載させていただ
いております（特設サイト：http://www.unicorn-program.jp）

（受付順）
３．本選概要
日

時：２０１９年５月３０日（木）

１３：００～１８：００

会

場：ＮＴＴクレドホール（広島県広島市中区基町６－７８

１１階）

＜当日スケジュール＞
１２：００～

受付開始

１３：００～１８：００

本選（各社２０分程度）

１８：００～１９：００

名刺交換会（懇親会）
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
永峰、吉村

投資共創部

ＴＥＬ：０８３－２２３－３７４６

上

メインアクセラレーター紹介
同志社大学経済学部卒
山口県出身。44歳でヤフーの２代
目代表取締役社長に就任し、PCで
の利用が中心であったヤフー各サー
ビスのスマートフォンシフトを推進。
山好きで長野県白馬村をこよなく愛
しており、白馬村で開校予定の白馬
インターナショナルスクール設立準
備財団の理事に就任。
平成30年5月にZコーポレーション
を設立。

ヤフー（Yahoo!JAPAN）
取締役会長
宮坂 学
学習院大学卒

ジャパンタイムズ
代表取締役会長
末松 弥奈子

広島県出身。1993年 学習院大学大学院
修士課程修了後、インターネット関連ビ
ジネスで起業。ウェブサイト制作やオン
ラインマーケティングに携わる。2001
年ネットPRを提唱する株式会ニュー
ズ・ツー・ユーを設立。2017年株式会
社ニューズ・ツー・ユーホールディング
ス代表取締役社長に就任。2017年6月よ
り創刊120周年を迎える「世界に開く日
本の窓」として、日本の現状と世界の動
向を報道してきたジャパンタイムズの代
表取締役会長・発行人。株式会社ニュー
ズ・ツー・ユーホールディングス 代表
取締役社長、株式会社次世代教育開発
代表取締役、弥勒の里国際文化学院日本
語学校 理事長
東京大学法学部卒

シニフィアン
共同代表
朝倉 祐介

中学卒業後、騎手を目指して渡豪。
その後、競走馬調教助手、東京大学、
マッキンゼーを経て、学生時代に起
業したネイキッドテクノロジーに復
帰。ミクシィへの売却に伴い入社、
代表取締役社長に就任。業績回復を
機に退任後、スタンフォード大学客
員研究員を経て現職。
様々な経験により体得した経営哲学
を持ち、講演・執筆活動等、多岐に
活躍。
政策研究大学院大学客員研究員。
ラクスル株式会社社外取締役。
株式会社セプテーニ・ホールディン
グス社外取締役。
起業経験者によるスタートアップ投資
活動TokyoFoundersFundパートナー。
神戸大学法学部卒

もみじ銀行
取締役頭取
小田 宏史

広島県出身。広島大学付属高校時代
に入団テストを受けたほどの熱狂的
なカープファン。
広島相互銀行（現もみじ銀行）入行
後、2012年もみじ銀行取締役、
2014年常務取締役を経て、2016年、
10年ぶりの生え抜きトップとして
もみじ銀行頭取に就任。
チーム成績に応じて上乗せ金利が決
まる「カープV預金」やATM・窓口
を備えた移動店舗車「カープV号」
等、もみじ銀行ならではの地元に根
差したサービスや提案を見出すため、
体制づくりを進める。

東京大学法学部卒

広島県知事
湯﨑 英彦

広島県出身。1990年東京大学法
学部卒業後、平成2年通商産業省
入省、平成7年スタンフォード大
学MBA取得
平成10年米国VCイグナイト・グ
ループ出向
平成12年退官後、株式会社アッ
カ・ネットワークス設立、代表
取締役副社長、平成17年
JASDAQ上場、平成20年同社退
社
平成21年広島県知事選で初当選、
現在３期目。

1993年東京大学大学院経済学
研究科博士課程修了。

東京大学大学院
教授
柳川 範之

経済学博士。フィンテックの第
一人者。専門分野は、法と経済
学、働き方改革、AIと働き方、
フィンテック、バブルと経済成
長等。
政府の経済財政諮問会議議員と
して、政策立案等にも参加。ま
た、勉強法や経済学のやさしい
解説を積極的に行う。
新聞・雑誌への寄稿やテレビへ
の出演も多数。

東京大学経済学部卒

山口フィナンシャル
グループ
代表取締役社長
吉村 猛

総合企画部長として、邦銀初の金
融持ち株会社となる山口フィナン
シャルグループを設立。
また、邦銀初の地方創生コンサル
ティング会社設立（YM ‐ZOP）、
地域商社設立、フィンテック子会
社設立など、地銀界のイノベー
ターとして地域金融機関の未来を
切り開く。
銀行経営では、支店の目標数値を
撤廃し、地域課題の解決を地域金
融機関の使命として、３銀行を牽
引。グループとして事業領域の拡
大を目指す。
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