
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

横浜市は、「イノベーション都市・横浜」の実現に向け、10月に開設したベンチャー企業（スター 

トアップ企業）成長支援拠点「ＹＯＸＯ
よ く ぞ

 ＢＯＸ
ボ ッ ク ス

」【参考１】における、支援メニューの一つとして

「ＹＯＸＯアクセラレータープログラム」を開始します。 

今回、当プログラムへの 32件の応募をいただき、支援対象とする 12件を採択しました。 

今後、専門家（メンター【参考１】）によるアドバイスや講義、市内外の様々な企業・団体との連

携関係の構築などの成長支援を行い、横浜から飛躍する新ビジネスの創出を目指します。 
 
【参加対象】 

・今後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または、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に参画することを要請。 

・成長の初期段階のスタートアップフェーズを中心に募集。今回は、ＩＴ、ＡＩ、ものづくり・ 

ＩｏＴ、スポーツ、ヘルスケア等多様な分野のスタートアップ企業を支援。 
 
【審査の視点】 

① 新規性、②市場性、③創業者、④ビジョンの高さ、⑤横浜市の機運の醸成に寄与の視点から 

当アクセラレータープログラムのメンターが中心となり審査・選定しました。 
 
【スケジュール】 
 

 

 

 

 

 
 
※ 上記プログラムのほか、将来起業を考えている方のための「ＹＯＸＯイノベーションスクール」も実施します【参考３】。 
 
 

 企業/グループ ビジネス・プロジェクトの概要 横浜での成長への抱負・期待 

1 アットドウス㈱ 
横浜市旭区 
代表者 中村 秀剛 

狙った場所に狙ったタ
イミングで、正確に超
微量で投薬できるモバ
イル投薬・点滴デバイ
ス「atDose」の開発。 

横浜で創業して2年経ち、

更なる飛躍を図ります。

専門家からの支援だけで

なく、採択者同士の交流

にも期待しています。 

2 ㈱137 
東京都、横浜市 
代表取締役  
黒田 千佳 

学校連絡・情報共有サ
ービス「COCOO（コク
ー）」により、毎朝の欠
席集計など学校事務作
業を削減、保護者との
情報共有を効率化。 

教職員の働き方改革推進

から学びの未来環境創造

へ。特許を生かし、横浜

市６校試験導入から新ビ

ジネスを創出。事業成長

の支援を期待します。 

3 Willbox,Inc. 
横浜市西区 
CEO 神 一誠 

国際物流デジタルプラ
ットフォーム”Giho”
の開発により、これか
らの物流に必須の IT
化に寄与。 

物流の進化が新たな日本

の未来を創ります。後世

のためにIT化に取り組み

たい物流事業者様、荷主

企業様と一緒に事業を成

長させていきたいです。 

 
 
 

令 和 元 年 1 2 月 2 5 日 
経 済 局 新 産 業 創 造 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

成長支援の対象企業                            （五十音順） 

～ＹＯＸＯ
よ く ぞ

アクセラレータープログラム（第 1期）～ 
横浜発、新ビジネス創出を目指す  

スタートアップ企業・プロジェクト 12件を採択！ 
 

裏面あり 

2019 年                      2020年 
9 月     10 月     11月     12 月     1 月     2 月     3 月 

支援対象者募集 

対象者決定 

メンタリング 

連続セッション 

マッチング交流会（２回実施） 
成果報告会（横浜） 
デモデイ（東京） 



4 CROSS SYNC 
横浜市立大学 
髙木 俊介 

重症患者の情報を見え
る化するソリューショ
ン構築により、医療従
事者間の課題の共通認
識、情報共有、コミュ
ニケーションが加速。 

横浜市内の医療現場で
実証し、その後は世界
に向けて発信していく
ソリューションを開発
していく事を期待して
います。 

5 SHOW-匠 -CASE(シ
ョーケース) 
横浜市保土ヶ谷区
高村 勇介 

施設工事、イベント会
場等のディスプレイ業
の施工現場の情報をク
ラウド上で管理できる
サービスを構築。 

横浜で行うイベントの
施工現場や改修工事の
現場など、都市の活性
化事業や、空間づくり
との連携を期待しま
す。 

6 ㈱トルビズオン 
福岡県福岡市 
代表取締役 CEO 
増本 衛 

空の使用権（空中権）
の 仲 介 サ ー ビ ス
“sora:share”により
ドローン物流や人の移
動が可能になる世界を
実現。 

横浜市にてドローン配
送を実現するべく、自
治体や地域の皆様と一
緒になって活動してい
きたいです。 

7 ㈱DO THE SAMURAI
東京都渋谷区 
代表取締役 
吉田 亮 

参拝者と神社お寺でつく

る日本最大のお参りの記

録共有サイト「ホトカ

ミ」。地域の寺社に人を呼

び込み、歴史を生かした

まちづくりを推進。 

今回横浜市と提携して
100 年後にも残ってい
くような「横浜御朱印
めぐり」という令和の
新しい寺社巡り文化を
生み出したいです。 

8 ハーチ㈱ 
東京都中央区（横浜
市内にサテライトオフ
ィスを開設予定） 
代表取締役 
加藤 佑 

横浜市内におけるサー
キュラーエコノミー
（CE）推進メディア事
業 
「Circular Yokohama」 

地元企業の皆様と連携

しながら CE プロジェク

ト可視化・創出、体験商

品の創出、トークンによ

る市民参画スキームに

構築に取り組みます。 

9 ㈱びるめし 
神奈川県平塚市 
代表取締役 
今井準 

管理栄養士監修の高た

んぱく冷凍弁当「びるめ

し」の普及により、スポ

ーツ界の栄養力の底上

げ、フィットネス界に新

たな食文化を定着。 

既に横浜市のスポーツ

クラブで販売開始して

おり、今後は横浜を拠点

としたスポーツチーム、

フィットネス施設での

拡大を図りたいです。 

10 FutuRocket㈱ 
東京都品川区 
代表者 
美谷 広海 

簡単なスマートカメラ
で、お店やイベント、
オフィスなどの利用者
数を自動カウント。店
舗、中小企業のビジネ
スを Ai の技術でサポ
ート。 

横浜は大規模な施設か
ら小規模な施設まで街
に大きな変化があり、
誰もがどこでも手軽に
使える製品を実現した
いと思います。 

【特別枠（大学生起業グループ）】 

11 Miθra（ミスラ） 
横浜国立大学 
代表者 
工藤 大嗣 
 

ブロックチェーン技術
を活用して、所有権の
所在を明確にすること
で、チケットの転売問
題を解決するソリュー
ションの開発。 

私たちは横浜で学生時
代を過ごしてきたこと
もあり、横浜への恩返
しという意味で本プロ
ジェクトに全力で取り
組みたいと思います。 

【特別枠（社内起業グループ）】 

12 Possi開発チーム 
（京セラ㈱みなと
みらいリサーチセ
ンター） 
代表者 稲垣 智裕 

セラミック技術を活用

し、音楽が聴こえる子ど

もの仕上げ磨き用歯ブラ

シ「Possi(ポッシ)」の開

発。親子の楽しいコミュ

ニケーションを創造。 

横浜市は先進的な取組
を進めている自治体な
ので、行政と連携して
Possi を横浜から幅広
く発信する取り組みを
模索します。 

 
 

 

お問合せ先 

経済局 新産業創造課長   髙木 秀昭    Tel 045-671-3913 

※本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。  

【YOXO アクセラレーター プログラム事務局】 

株式会社アドライト TEL03-6823-1270 E メール：info@yoxo-accelerator.com 



 

 

 

 

⽊ 村忠昭 

（株式会社アドライト） 

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（ユーグレナ、じげん、クラウドワー

クス、エスエルディー、マネーフォワード）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⼿ 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。 

嶋根秀幸 

（ファウストビート株式会社） 

教育・評価システムの構築提案、 

⼿ 材採用コンサルティングを経験 

後、音楽SNSや動画配信サービスを 

立ち上げる。 

米国ソーシャルゲームベンチャーの日本法人Rock 

you Asiaの立ち上げ後、MOVIDA JAPAN社にてスター

トアップ支援プログラム(Seed Acceleration 

Program)を立ち上げ、2011年から2014年の間に、プ

ログラム5期50社への投資を行う。現在はMistletoe

社でスタートアップ支援やイベントプロデュース及

び育成プログラムの設計支援を担いながら、個人で

はIT・モノづくり人材の発掘や自治体との教育・育

成事業を手がける。国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構(NEDO) の事業カタライザ

ーも兼任。 

【課題・ニーズ把握】 

伊藤健吾 

（D4V / 01STUDIO株式会社） 

三井物産では10年間にわたりIT・ 

エレクトロニクス事業に従事、 

シリコンバレー子会社でのベン 

チャー投資や新規事業立ち上げ 

などを経験。 

その後スタートアップ企業でのCEOを経て、MOVIDA 

JAPANのSeed Acceleration Program立ち上げ、スター

トアップ業界で10年以上の経験を有する。 

シードステージ企業への支援実績は豊富であり、

MOVIDA JAPANでは累計500社以上のスタートアップを

支援、Genuine Startups Fund Iでは50社以上のシー

ド投資を行う。 

2016年10月に世界的なデザインコンサルティングフ

ァームであるIDEOと提携して新しいベンチャーキャ

ピタルD4Vを立ち上げた。 

【マーケティング】 

坂本達夫 

（Smartly.io） 

2008年より楽天にて、企業戦略 

及び楽天オークションのモバイル 

マーケティングに従事する。 

その後2011年よりGoogleにて、 

モバイルビジネスストラジストとしてデベロッパー

とのアライアンスを担当し、AdMob 事業を大きく成

長させる。2015年より現職。 

アプリのマーケティングやマネタイズ（収益化）に

関する講演や記事・ブログ執筆も精力的に行う。 

【ファイナンス】 

佐々木翔平 

（LeapMind株式会社 取締役CFO） 

大学在学中に株式会社アエリア 

でインターンシップを経験し、 

大学卒業後にアエリアへ入社。 

株式会社アクワイアCFOを経て、 

株式会社クラウドワークスCFO就任、立ち上げから

IPO（新規株式公開）を経験。2017年12月にクラウ

ドワークス社のCFOを退任。現在は、フリーランス

として複数の会社のアドバイザーなどを務めてい

る。 

【プレゼンテーション】 

浅枝大志 

1983年生まれ。 

2005年9月、学生時代に株式会社 

立ち上げに参画、秋葉原にて美容 

室を開業、取締役に就任。2006年 

11月、株式会社メルティングドッツ設立。 

同社、代表取締役に就任。仮想空間やソーシャルメ

ディアコンサルティング、海外企業参入支援を行う。

2011年12月、ソーシャル音楽視聴サービス

「Beatrobo」をリリース、2013年11月にイヤホンプ

ラグ型ハードウェア「PlugAir」をリリース。 

 
 
 
 
 

メンターの紹介 ～ＹＯＸＯアクセラレータープログラム～  

【参考１】 
 

裏面あり 



 

【参考２】 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※ 最新情報、イベントの参加申込み、お問合せはホームページ、SNSから！ 
■Event Calender 

 

■Twitter 

 

■Facebook 

 

■お問合せフォーム 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOXO BOX 

開所時間: 平日 １０：００～２０：００（年末年始を除く） 

   YOXO BOXは、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）となり、スタートアップの支援や、 
イノベーション創出のための交流スペースとして「イノベーション都市・横浜」のハブとなる施設です。 
 起業志望者、スタートアップ等を対象とした成長支援プログラム、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無料個別相談  受付時間： 平日 10:00～18:00   

 イノベーション創出のための交流・ビジネスイベント 

運営事業者：関内ベンチャー企業成長 
支援共同企業体 

関内ベンチャー企業成長支援拠点 YOXO BOX（よくぞボックス）  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界を変えるビジネスを横浜から。第一期「YOXO イノベーションスクール」開講！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yahoo!アカデミア学長の伊藤羊一氏をスクール長に迎え、新たなスクールを開始します！ 
 
◆スクール概要 

講座やワークショップを通した全 10回のプログラムで、ビジネスプランの作成を目指します。 
 
◆カリキュラム 

★印の講座は受講生の方以外もご参加いただける公開講座です。 

第１回 1/16（木）19:00～21:00 オリエンテーション・起業の心得/横浜におけるベンチャー環境について 

第２回 1/22（水）19:00～21:00（★）インターネットを活用したプラットフォーム型のビジネスモデルについて 

第３回 1/29（水）19:00～21:00 ビジネスプランのつくり方① 事業計画 

第４回 2/5 （水）19:00～21:00（★）フィンテック概論から最新動向まで 

第５回 2/12（水）19:00～21:00 ビジネスプランのつくり方② 収支計画 

第６回 2/19（水）19:00～21:00（★）組織開発、コミュニティづくり 

第７回 2/26（水）19:00～21:00（★）先輩起業家による創業ストーリー 

第８回 3/4 （水）19:00～21:00 資金調達・資金計画 

第９回 3/8 （日）13:00～17:00 プレゼンテーション技術の向上 

第 10回 3/22（日）13:00～17:00 成果発表会 

 
◆場 所 

YOXO BOX（よくぞボックス）横浜市中区尾上町 1－6 VORT 横浜関内Ⅱ 1階 
 
◆受講料 無料 
 
◆募集期間 2019年 12月中旬～2020年１月 10日まで 
 
 

ＹＯＸＯイノベーション スクールのご案内 

「ＹＯＸＯイノベーションスクール」は、世界を変えるビジネスを横浜から創出すべく、既
存産業に ICT/IOTなどの技術を掛け合わせた新産業を創出するイノベーション人材の発掘育成
を目指します。 
 

 YOXOイノベーション 

スクール 

（起業人材育成） 

YOXOアクセラレーター
プログラム 

（ビジネス成長） 

スタートアップ 

企業としてビジネス 

シーンの第一線に 

＜詳細・お申込み＞ https://kii-net.jp/case_study/yoxo_innovationschool/ 

関内イノベーションイニシアティブ株式会社 TEL: 045-274-8701 / MAIL: kii@massmass.jp 

 

【参考３】 
 

https://kii-net.jp/case_study/yoxo_innovationschool/

