平成２９年９月１日
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「新事業創造プログラム『 Startup Dojo 宇部 』」の開催について
山口銀行（頭取 吉村 猛）は、株式会社YMFG ZONEプラニング（社長 椋梨 敬介）が宇部市よ
り委託を受けた「宇部市創業ステップアップ支援事業」を活用し、株式会社ゼロワンブースター
（代表取締役 鈴木 規文）等と共同で、「Startup Dojo 宇部」を下記のとおり開催します
のでお知らせします。
本プログラムは、地域の成長意欲のある中小企業やベンチャー企業、起業を目指される方に
対し、成長型ベンチャー事業の立上げに必要とされる知識の習得や、ビジネスアイデアの具体
化を支援し、「新事業創造」を目指す約４ヶ月にわたるプログラムです。
首都圏をはじめとする日本のイノベーション推進やベンチャー企業支援が活発となってい
る中、当行は、地域における起業家の輩出や新事業創造による企業の事業拡大を支援し、地域
経済の発展・活性化に努めてまいります。
記
１． 参加対象者
ビジネスプラン（アイデア）を持ち、新事業創造を考えている中小企業者や起業を目指
している方
２． 日程、内容

日

時

内

容

事前セミナー

＜第１部：基調講演＞
①㈱VALCREATION
代表取締役 藤村 雄志 氏
②㈱リベルタ
平成 29 年 10 月 2 日（月） 代表取締役 澤野 啓次郎 氏
14：00～17：00
③㈱サイバーエージェント・クラウドファンディング
代表取締役社長 中山 亮太郎 氏
＜第２部：プログラムの概要説明＞
㈱ゼロワンブースター
共同代表取締役 合田剛 氏

Ｄａｙ１
（第１回）

平成 29 年 10 月 21 日（土）
事業の方向性とビジョン設定
14：00～17：00
平成 29 年 10 月 22 日（日）
個別メンタリング（各社 1 時間程度）
10：00～15：00

Ｄａｙ２
（第２回）

Ｄａｙ３
（第３回）

Ｄａｙ４
（第４回）
Ｄｅｍｏ
Ｄａｙ
（成果発表）

平成 29 年 11 月 25 日（土）
14：00～17：00
平成 29 年 11 月 26 日（日）
10：00～15：00
平成 29 年 12 月 16 日（土）
14：00～17：00
平成 29 年 12 月 17 日（日）
10：00～15：00
平成 30 年 1 月 20 日（土）
14：00～17：00
平成 30 年 1 月 21 日（日）
10：00～15：00

事業創造の基礎とビジネスプランの
ブラッシュアップ

平成 30 年 3 月開催予定

ベンチャーピッチ

個別メンタリング（各社 1 時間程度）
事業の強みの把握と成長戦略
個別メンタリング（各社 1 時間程度）
資本政策と契約関係
個別メンタリング（各社 1 時間程度）

３．開催場所
「志」イノベーション道場（宇部市常盤台２－１６－１、山口大学常盤キャンパス内）
※Ｄａｙ１のみ、宇部シェアオフィス２Ｆ（宇部市中央町３－１－４）での開催となります。
４．参加費用
無料（ただし、会場への交通費等は自己負担）
５．定員
（１）事前セミナー：５０名
（２）本プログラム：１０～１５組（複数名での参加可）
※申込多数の場合、ご提出いただくビジネスプランをもとに選考することがあります。
６．申込方法
（１）インターネットからのお申込
申込専用ＵＲＬ（http://be-win.co.jp/startupdojoube/）より必要事項ご記入のうえ申
込願います。
（２）ＦＡＸからのお申込
別紙「参加申込書」にご記入のうえ、ＦＡＸ（０８３－２２３－７０７６）にて申込願います。
７．申込期限
（１）事前セミナー：平成２９年 ９月２９日（金）
（２）本プログラム：平成２９年１０月１３日（金）
８．主催
株式会社山口銀行、株式会社ＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング
株式会社ゼロワンブースター

９．共催
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム、株式会社
１０．協力
国立大学法人山口大学

Ｂｅ

ｗｉｎ

大学研究推進機構産学公連携センター

以

【本件に関するお問合せ先】
株式会社山口銀行

営業統括部

株式会社YMFG ZONEプラニング

吉村

TEL：083-223-7926

竹谷

TEL：083-223-3427
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剛

01Booster 共同代表 取締役

濱地健史

01Booster 執行役員／チーフディレクターWBS起業部

新事業創造プログラム

常川朋之

01Booster ディレクター スタートアップ支援

小田憲之

01Booster 執行役員／ディレクター

START UP DOJO UBE

2017.10 2018.3

at「志」
イノベーション道場
［山口大学常盤キャンパス内］

【対象】
ビジネスプラン
（アイデア）
を持ち、新事業創造を考えている中小企業者や起業を目指している方 【申込期限】事前セミナー／2017年9月29日㈮
【定員】事前セミナー／50名、
本プログラム／10〜15組（複数名での参加可）
※申込多数の場合、
ご提出頂くビジネスプランをもとに選考させて頂きます。
【会場】
「志」
イノベーション道場
（山口大学常盤キャンパス内／宇部市常盤台2-16-1）
※Day1のみ、
宇部シェアオフィス2F
（宇部市中央町3-1-4）
での開催
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム、株式会社 Be win
【主催】株式会社 山口銀行、株式会社 YMFG ZONE プラニング、株式会社 ゼロワンブースター【共催】
【協力】国立大学法人山口大学 大学研究推進機構産学公連携センター 【申込方法】
お申込専用URL（http://be-win.co.jp/startupdojoube/）
より
必要事項ご記入のうえ、申込願います。
または、山口銀行HPより申込書をダウンロードのうえ、
ＦＡＸ
（083−223−7076）でもお申込いただけます。

https://be-win.co.jp/startupdojoube/

【問合せ】株式会社 山口銀行 営業統括部（吉村 083-223-7926）
または 株式会社 YMFG ZONE プラニング（竹谷 083-223-3427）

本プログラム／2017年10月13日㈮

新事業創造プログラム

START UP DOJO UBE

受講料無料 要事前申込
プ ロ が 教 える 、
事 業 を 成 功 さ せる た め の ４ S T E P
内 容 と日 程

事 前 セミナ ー 講 師 紹 介

「Startup Dojo UBE」は日本のリーディングコーポレートアクセラレータ
ー ※である01Boosterが新規事業の創出ならびに加速度支援を目的と
し、宇部市で開催する「全4回」の事業立ち上げ支援プログラムです。
ビジ
ネスモデルの構築をはじめ、
マーケティング、資本政策、
プレゼンテーショ
ン方法まで、座学と個別メンタリングを組み合わせてインプットとアウトプ
ット両面にアプローチします。

時

内

事前セミナー

第2部：プログラムの概要説明

剛氏

Day1

︵第１回︶

平成29年10月21日㈯
14：00〜17：00

事業の方向性とビジョン設定

平成29年10月22日㈰
10：00〜15：00

個別メンタリング
（各社1時間程度）

Day2

︵第２回︶

Day3

︵第３回︶

平成29年11月25日㈯
14：00〜17：00

事業創造の基礎とビジネスプランの
ブラッシュアップ

平成29年11月26日㈰
10：00〜15：00

個別メンタリング
（各社1時間程度）

平成29年12月16日㈯
14：00〜17：00

事業の強みの把握と成長戦略

代表取締役

「世界視点で地方の価値を変える！」
インバウンド観光による地域活性化事業

代表取締役社長

クラウンドファンディングサイ
ト
「Makuake」の運営

99年カルチュア・コンビニエンス・クラブ入社、
管理部門を統括するコーポレート管理室長。
東証マ
ザース上場、
東証1部指定替えプロジェクトメンバー。
06年エムアウトにおいてアフタースクール事
業「キッズベースキャンプ」を創業するとともに、
兼務で新規事業開発シニアディレクターを歴任。
同事業を東急電鉄に売却、
3年間のPMIを経て、
同社取締役退任後、
11年事業創造アクセラ
レーター01Boosterを創業し、
起業家支援、
企業向け新規事業開発支援事業を行っている。
2009年グロービス経営大学院アルムナイアワード受賞。

合田

剛 ｜ 01Booster 共同代表取締役

MBA、
理工学修士。
東芝の重電系研究所・設計を経て、
同社でSwedenの家電大手とのアラ
イアンス、
中国やタイなどでのオフショア製造による白物家電の商品企画を実施。
村田製作所にて、
北米向け技術営業、
Motorolaの全世界通信デバイス技術営業を実施、
その後、
同社の通信
分野のコーポレートマーケティングにて全社戦略に携わる。
スマートフォン広告のNobot社に参画、
同社Marketing Directorとして主に海外展開、
イベント、
マーケティングを指揮、
KDDIグループ
によるバイアウト後には、
M&Aの調整を行い、
海外戦略部長としてKDDIグループ子会社の海外
展開計画を策定、
2012年3月末にて退社。
現在はWEGLO Japan Inc.にてインバウンド、
アウトバ
ウンド向けビジネス、
留学生活用、
世界をつなぐグローバルプラットフォームの創造、
01Boosterに
て事業創造アクセラレーターを運用すると共にアジアにおけるグローバルインキュベーションプラット
フォーム構築を目指す。

濱地

健史 ｜ 01Booster 執行役員/チーフディレクター（WBS起業部）

前職のIIJグローバルソリューションズでは営業・経営企画・新サービス担当部門を歴任。
早稲田
大学MBA。
「WBS起業部」の元・副代表、
現・メンター。
WBS起業部では多様なメンバーによ
るビジネスアイディアの集中ブラッシュアップ「ビジネスプランディスカッション」や起業家のためのプ
ログラミング講座などの内部企画の立案と実施のほか、
他のMBA団体・外部組織との連携に
携わる。
MBAで培った理論的基盤と"サラリーマン感覚"を融合させ、
論理とストーリーの構築を
軸に起業家を支援する。
【 専門分野】経営戦略、
ビジネスモデル、
法律・知的財産、
情報システ
ム、
ファイナンス。

常川 朋之 ｜ 01Booster ディレクター スタートアップ支援

Day4

︵第４回︶

平成29年12月17日㈰
10：00〜15：00

個別メンタリング
（各社1時間程度）

平成30年1月20日㈯
14：00〜17：00

資本政策と契約関係

平成30年1月21日㈰
10：00〜15：00

個別メンタリング
（各社1時間程度）

DemoDay

︵成果発表︶

平成30年3月開催予定

澤野啓次郎 ｜

鈴木 規文 ｜ 01Booster 代表取締役CEO

①㈱VALCREATION
代表取締役 藤村 雄志 氏
②リベルタ㈱
代表取締役 澤野啓次郎 氏
③㈱サイバーエージェント
・クラウドファンディング
代表取締役社長 中山亮太郎 氏

㈱ゼロワンブースター
共同代表取締役 合田

代表取締役

本プ ログラム 講 師 紹 介

容

第1部：基調講演

平成29年10月2日㈪
14：00〜17：00

雄志 ｜

中山亮太郎 ｜

※コーポレートアクセラレーター：既存企業とベンチャー企業がそれぞれの得意領域で能力を発揮し、不足す
る経営資源を補完し合うパートナーになることで、
イノベーションを創出し事業開発を行うプログラムのこと。

日

藤村

『「ヒトを創る人」
を創る』
をコンセプトとした次世代リーダーの育成事業

01年商工会議所へ入所、
経営支援業務や総務職を通じて会員企業の支援に取り組む。
情報
系事業の責任者としてITの活用、
地域情報ポータルサイトの立ち上げなどを担当。
在職中に日
本商工会議所のIT活用研究会委員も務め、
会員管理システムの改善提言や、
全国の商工会
議所が共通で利用できるホームページのシステム設計などに従事。
15年4月に伝統工芸を活用し
た事業で起業、
2016年3月栃木県が主催するビジネスプランコンテストで奨励賞を受賞。
16年12
月よりスモールビジネスからスタートアップまで、
創業期のフォローを行う担当者として01Boosterに
参画し、
ベンチャービジネスのための後方支援メニューの開発を行っている。

小田 憲之 ｜ 01Booster 執行役員／ディレクター

ベンチャーピッチ
○プログラムの成果発表
○出資先、
ビジネスパートナー募集

株式会社ユニクロで「uniqulo.com」の通販サイ
トのプロデュース、
プロモーション担当として企業
アライアンスや、
企画運営に従事。
その後、
サイバーエージェントで新規事業の立ち上げに参画し
た後「アメブロ」に異動し、
BtoCサービスの立ち上げ、
Amebaの収益部門で広告のプロダクトマ
ネージャー、
組織運営を担うボードメンバーとして収益化に貢献。
その後スタートアップ企業で事
業開発責任者を経験し起業。

【主催】株式会社 山口銀行、株式会社 YMFG ZONE プラニング、株式会社 ゼロワンブースター
【共催】
ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム、株式会社 Be win 【協力】国立大学法人 山口大学 大学研究推進機構産学公連携センター
【問合せ】株式会社 山口銀行 営業統括部（吉村 083-223-7926）
または、株式会社 YMFG ZONE プラニング（竹谷 083-223-3427）

参加申込書
FAX ： ０８３-２２３-７０７６
株式会社山口銀行 営業統括部 吉村 行

参加希望

参加ご希望欄に をお願いします
□ 事前セミナー
：平成29年10月2日（月） 14:00～17:00
□ 「Ｓtartup Dojo ＵＢＥ」(※) ：平成29年10月～平成30年3月
※ 参加者には別途送付いたします｢ビジネスプランシート｣をご提出いただきます。
※ 原則として、全４回のプログラムおよびベンチャーピッチにご参加いただきます。

フリガナ

貴社名

ご住所

メールアドレス
（必須）
フリガナ

①参加者

お役職

℡

お役職

℡

お役職

℡

お役職

℡

フリガナ

②参加者（※）
フリガナ

③参加者（※）
フリガナ

④参加者（※）

※複数名でご参加の場合、ご記入ください。メールアドレスについては、代表1名様のみご記入ください。

【反社会的勢力でないことの表明・確約】
私（当社）は、暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約し、本件申込を致
します。万一、これに反した場合もしくは虚偽の申告をしたことが判明した場合、参加できなくても
異議ありません。
【個人情報の取り扱いについて】
本申込書に記入いただきました個人情報は、事前セミナーおよびプログラム申込みに関する受付管理
事務および開催前後の申込者様へのご連絡等に利用いたします。また、各種共催・協力機関と情報共
有させていただきます。その他の利用でご迷惑をおかけすることはございません。
【留意事項】
・提出いただいた書類は返却しませんので、ご了承ください。
・公序良俗を害するおそれのある事業を行う場合は、応募できません。
・「Ｓtartup Dojo ＵＢＥ」につきましては申込多数の場合、ご提出いただくビジネスプランをもと
に選考させていただきます。

お問い合わせ先
株式会社山口銀行 営業統括部（吉村 083-223-7926）
株式会社ＹＭＦＧ ＺＯＮＥプラニング（竹谷 083-223-3427）

