
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

横浜・関内が、スタートアップの新たな集積地に！ 
支援拠点「ＹＯＸＯ ＢＯＸ」が10月31日オープン！ 

～みなとみらいＲ＆Ｄなどと連携したアクセラレーションプログラム開始～ 
 

 

   横浜市は、令和元年 10月 31 日（木）、関内にベンチャー企業成長支援事業の拠点として、 

「ＹＯＸＯ ＢＯＸ（よくぞ ボックス）」を設置し、開所式・オープニングイベントを開催します。 

   また、この拠点で実施するベンチャー企業等が短期間に集中的な成長支援を受けるプログラム

「ＹＯＸＯ アクセラレータープログラム」の参加者を募集します。 

   これに先立ち、「ＹＯＸＯ アクセラレータープログラム」の全体説明会を開催します。 

 

１ ベンチャー企業成長支援拠点「ＹＯＸＯ ＢＯＸ」について 

 

 

 

 

 

・名称：「ＹＯＸＯ ＢＯＸ」 

ＹＯＸＯ ＢＯＸは、本拠点が、横浜に新し 

い交流を生み出すためのサンドボックス 

（砂場=実験場）となるという意味を込めて 

命名しました。                       

・場所：横浜市中区尾上町一丁目６番ＶＯＲＴ横浜関内Ⅱ（１階） 

 

２ 「ＹＯＸＯ ＢＯＸ」拠点開所式及びオープニングイベント 

(1)  拠点開所式 

  日時：10 月 31 日（木） 

     10：30～10：45 報道関係者向け受付 

   10：45～11：00 報道関係者向け説明会 

   11：00～11：30 報道関係者向け内覧会 

    11：30～11：45 開所式（挨拶及びテープカット） 

     ※取材を御希望の報道関係者の方は、別紙取材申込書にて事前に御連絡ください。 

     ※開所式への参加は、報道関係者及び関係者に限らせていただきます。 

  場所：ＹＯＸＯ ＢＯＸ 

  参加（予定）者：横浜市長、運営事業者（三菱地所株式会社ほか）、地元関係者ほか 

 

 

 

令 和 元 年 1 0 月 ９ 日 
経 済 局 新 産 業 創 造 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

※パース図はイメージです 

 

裏面あり 
 



 

 

(2)  オープニングイベント 

 日時：10 月 31日（木）18:30～20:30（受付開始 18:00） 

場所：ＹＯＸＯ ＢＯＸ 

 内容： 

・横浜市及び関内ベンチャー企業成長支援共同企業体（三菱地所株式会社、株式会社アドライト、

株式会社角川アスキー総合研究所、株式会社ｐｌａｎ‐Ａ）による説明と活動方針に関するパ

ネルディスカッション 

・有識者、市内企業、クリエーター等による横浜でのビジネスエコシステムの在り方と、形成に  

向けた拠点の活動／コミュニティの方向性についてのパネルディスカッション 

※オープニングイベントは事前申込制で、申込受付開始は 10 月 21日（月）の予定です。 

※ヨコハマ・イノベーターズ・ハブのホームページに申込用イベントページへのリンクを掲載し

ます。 
URL: https://yi.city.yokohama.lg.jp/ 

 

【参考１】ＹＯＸＯ ＢＯＸの内観イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考２】ＹＯＸＯ ＢＯＸの施設利用イメージ 

 起業志望者、ベンチャー企業等を対象とした成長支援プログラムのメンタリング、打合せ 

 ベンチャー支援の専門家が常駐する支援窓口での個別相談 

 イノベーション創出のための交流・ビジネスイベント 

 

３ 「ＹＯＸＯアクセラレータープログラム」の参加者募集について 

(1)  概要 

    ベンチャー企業等を対象に、３～４か月の集中的なメンタリングや専門性の高い講師による 
セミナー、他のベンチャー企業等や支援者等との人脈を作る交流会、ベンチャー企業等とのオ 
ープンイノベーションを志向する企業との連携・協業の機会となる事業報告会等を提供し、成 
長の加速を支援します。 

 

(2)  スケジュール 

ベンチャー企業等の応募受付期間 ：10 月 25 日（金）まで 

参加スタートアップ 書類審査 ：10 月 28 日（月）〜11 月８日（金） 

参加スタートアップ 面談審査 ：11 月 11 日（月）〜11 月 22日（金） 

参加スタートアップ向けキックオフイベント：11 月（予定） 

 

(3)  申込要項 

３年程度の間に横浜市内への立地や起業を検討している者又は、現在市内に立地している者。 

なお、プログラム終了後は、先輩起業家の視点で支援者として当事業への参画を要請すること

とします。 

 

https://yi.city.yokohama.lg.jp/


 

 

(4)  支援内容 
・メンタリング（実績のある起業家等のメンターによるアドバイスやマッチング等） 

・セミナー（ビジネスプラン、先輩起業家による創業ストーリー、プレゼンテーション技術、

資金調達、マーケティング等） 

・ネットワーキング（ベンチャー企業・既存産業・金融機関・支援機関等・ものづくり企業等） 

・事業報告会（オープンイノベーションを志向する企業との連携・協業及び資金獲得の機会） 

・活動拠点としてのＹＯＸＯ ＢＯＸの利用 

 

＜ＹＯＸＯアクセラレータープログラム 公式 Web サイト＞ 

URL: https://yoxo-accelerator.com 

※プログラムへの応募方法についてはサイト内に記載しています。 

 

 

４ 「ＹＯＸＯアクセラレータープログラム」説明会について 

日時：10 月 18 日（金）15:00～15:45（開場：14:30） 

場所：ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 3F ベイビュー 

住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１−１ 

内容： 

＜特別講演（パネルディスカッション）＞ 

「イノベーション・エコシステム形成におけるコミュニティのあり方（仮）」 

   ＜ゲストスピーカー＞ 

    ＳＡＰジャパン株式会社 バイスプレジデント チーフ・トランスフォーメーション・オフィ

サー 大我 猛氏 

    株式会社 plan-A 代表取締役 相澤 毅氏 ほか 

  ＜モデレーター＞ 

    株式会社アドライト 代表取締役 木村 忠昭氏 

 

※説明会への参加は、事前申込制になります。 

申込用イベントページ 

    URL: https://yoxo201910yokohama.peatix.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
裏面あり 

 

https://yoxo-accelerator.com/
https://yoxo201910yokohama.peatix.com/


 

 

 

 

お問合せ先 

経済局新産業創造課長  髙木 秀昭 Tel 045-671-3913 

所属・氏名 担当業務 プロフィール 

 
 
 
 
 
 
 
 
三菱地所株式会社 
安本 武史 

支援ネッ

トワーク

の形成、 

支援拠点

の設置・

運営 

三菱地所株式会社横浜支店ユニットリーダー。 

1997 年、株式会社日本長期信用銀行（現株式会社新生銀行）に入

行。富裕層向け資産活用提案、不良債権回収、上場企業を中心に

大企業を顧客としたリレーションシップ・マネジメント、及びベ

ンチャー投資業務等を経験。 

2005 年、三菱地所株式会社に入社。本社にて、法人や個人地主に

対する不動産ソリューション営業、プロジェクトマネジメント支

援業務等に従事。2013 年より、横浜支店において、みなとみらい

２１地区のエリアマネジメントや同地区進出企業向けの誘致・開

発業務等に従事。 
 

 

株式会社アドライト 

木村 忠昭 

支援プロ

グラム 
大学院卒業後、大手監査法人に入社し、株式公開支援業務に従事。

2008 年、イノベーション共創を手掛ける株式会社アドライトを創

業。合わせて国内スタートアップ企業へ社外役員就任によるハン

ズオン支援を行い、うち５社が上場を果たす。アジアやアメリカ

の海外スタートアップ企業の支援にも積極的で、これまでに 20 社

以上の投資育成を行い、うち３社が買収される。これら国内外ス

タートアップの知見やネットワークを活かし、大手企業のオープ

ンイノベーションにおける一気通貫での事業化支援を得意とす

る。主要な国立/私立大学との産学連携プロジェクトの支援実績も

豊富。東京大学経済学部経済学科、東京大学大学院経済学研究科

修士課程卒業。 

株式会社角川アスキー 

総合研究所 

鈴木 亮久 

交流イベ

ントの実

施 

情報発信 

ASCII 編集部（ASCII STARTUP、Sports Business On ASCII 担当） 

2003 年、株式会社アスキーに入社。週刊アスキー編集部にて、お

もに巻頭ニュース、ウェブサービスを担当。現在は ASCII.jp、週

刊アスキーの両媒体にてベンチャー、スタートアップ、スポーツ

ビジネスのコーナーを担当。スタートアップ応援コーナー「ASCII 

STARTUP」を立ち上げ、記事制作以外にも大手企業、官公庁から、

ベンチャー企業とつなぐオープンイノベーションプログラムなど

の委託、運営も行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 plan-A 

相澤 毅 

支援ネッ

トワーク

の形成、

支援拠点

設置・運

営 

株式会社 plan-A 代表取締役、プロジェクトデザイナー。 

大手生活ブランド勤務を経てから前職ではデベロッパーにて社長

室に所属し不動産開発から海外事業におけるスキーム構築・広報 P 

R・販売戦略・広告クリエイティブ・ブランディング・新規事業企

画・商品開発・人材育成制度構築・産学連携など手がけてきたが、

2018 年５月に独立起業。今は不動産事業者や大手家電メーカーの

コンサルティング、企業の事業開発参画・場のプロデュース、 

自治体とのまちづくり、企業の取締役、NPO 法人の理事等を手がけ、

多様な働き方を実践している。 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

【参考】ＹＯＸＯ ＢＯＸ 運営者 



 

 

45-664-4867 

送付先 ＦＡＸ：０４５－６６４－４８６７ 

 
 

「ＹＯＸＯ ＢＯＸ」開所式及び報道関係者向け説明・内覧会申込書 
 

日時  令和元年 10月 31日（木）（受付開始 10：30） 
10：30～10：45 報道関係者向け受付 
10：45～11：00 報道関係者向け説明会 
11：00～11：30 報道関係者向け内覧会 
11：30～11：45 開所式（挨拶及びテープカット） 

場所  ＹＯＸＯ BOX（横浜市中区尾上町一丁目６番 VORT横浜関内Ⅱ（１階）） 
 

 
お手数ですが必要事項をこの返信用紙に御記入の上、10月 29日（火）正午までに 

ＦＡＸにてお送りくださいますようお願い申し上げます。 
 

貴社名                                 

貴媒体名                                            

部署名                                           

ご担当者名                    ご出席人数  計      名                

スチールカメラ         台  ／ ムービーカメラ        台   

Eメールアドレス                                                

TEL              FAX              
 
 

 


