
 

 

 

2023 年 3 月 1 日 

 

風は西から J-Startup WEST Innovators Gathering 

～「J-Startup WEST」設立記念イベントの開催とサポーターズの募集～ 

 

経済産業省では 2018 年より、世界で戦い、勝てるスタートアップ企業を生み出

し革新的な技術やビジネスモデルで世界に新しい価値を提供するスタートアップ

企業の育成支援プログラム「J-Startup」を開始し、2020 年からは「J-Startup」の地

域版を展開しています。地域版は現在 6 地域で取組が進められていますが、7 番

目として、一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会と中国経済産業局の共

同事務局体制により、中国地域に新たなスタートアップ支援プラットフォームを設

立いたします。 

 この度、「J-Startup WEST」の設立を記念して、広く地域の皆様に設立趣旨等を

発信するとともに、関係者の交流を図るイベントを開催いたします。 

 また、事務局と協力してスタートアップ支援を宣言いただける関係機関「J-

Startup WEST サポーターズ」を募集いたします。 

 

1．「J-Startup WEST」の設立目的  ※詳細は添付資料１を参照ください 

「J-Startup WEST」は、次代の中国地域を創造するスタートアップ企業群の見える

化・支援体制の構築等を通じて、中国地域発のロールモデルの創出・スタートアップ

エコシステムの強化を目指す取組であり、新たなスタートアップ支援プラットフォーム

です。 

 

2．「J-Startup WEST」設立記念イベントの概要  ※詳細は添付資料２を参照ください 

日時：令和 5 年 4 月 25 日（火）14:00～18:30 

場所：Ｈｉｒｏｍａｌａｂ（広島市中区銀山町 3-1 ひろしまハイビル 21 17 階） 

    https://www.hiromalab.jp/ 

    ※同時中継拠点（鳥取県、島根県、岡山県、山口県の支援拠点） 

鳥取：隼Ｌａｂ. 島根：ｅｎｕｎ 岡山：ももたろう・スタートアップカフェ 山口：Ｍｅｇｒｉｂａ 

定員：会場／120 名 オンライン参加も可能です ＊参加無料＊ 

＜プログラム＞ 

◆オープニングＬＩＶＥ                            14:00-14:50 

◆第１部／設立記念式典              15:00-15:30 

◆第２部／設立記念パネルディスカッション     15:40-16:50 

◆第３部／交流会                 17:10-18:30 



＊同時中継拠点のご案内 

鳥取県 隼Ｌａｂ．                    https://hayabusa-lab.com/ 

島根県 ｅｎｕｎ                      https://enun.jp/ 

岡山県 ももたろう・スタートアップカフェ https://www.momosta.com/ 

山口県 Ｍｅｇｒｉｂａ                   https://megriba.jp/ 

＊ラジオ番組「Setouchi Startupｓ Selection」のご案内 

設立記念イベント関係者の多くが同番組に出演していますので是非ご覧ください。 

https://startups-selection.com/setouchi/?pr 

※中国経済産業局は同番組を後援しています。

3．「J-Startup WEST サポーターズ」の募集  ※詳細は添付資料３を参照ください 

募集期間：当面期限を設けず随時受付 

参考 J-Startup WEST ロゴ 

（本発表資料のお問合せ先） 

産業部 経営支援課 新事業支援室長 高城 幸治 

 担当者： 伊東、仲田 

 電話：082-224-5745 



中国地域におけるスタートアップ支援の新たな枠組み＝「J-Startup ＷＥＳＴ」のイメージ

「J-Startup WEST」は、地域のスタートアップエコシステムを強化しつつ、地域に根ざした有望スタートアップを選定し、地域大で
集中支援する枠組みとして、2023年4月に始動。経済産業省中国経済産業局、一般社団法人中国地域ニュービジネス協議会が、
メンバーズ会員組織を組成するとともに共同事務局を運営。

J-Startup WEST 事務局
（構成メンバー）

J-Startup WEST サポーターズ
（ 事務局とパートナーシップをコミットした主体 ※選定企業募集時の企業推薦が可能※ ）

中国地域の⾃治体・団体・⼤学・⽀援拠点・⾦融機関、全国の関係⽀援機関・企業等で構成

J-Startup WEST メンバーズ
〜各地のコミュニティを横⽅向につなげ、拡げる〜

３種類の会員による会員組織を組成（参加費・会費無料）
◎スタートアップ会員（起業家） （域内外可）
◎起業家⽀援会員（⽀援関係者） （域内外可）
◎J-Startup WEST選定企業会員（選定企業は⾃動会員登録）

※会員間の各種交流を促進、広域連携イベント等の主催共催
※会員が有する⽀援リソースの会員間の利⽤促進

メンバーズ管理
交流⽀援 会員サービス

の利⽤

選
定

J-Startup WEST選定企業

●募集・審査を⾏い選定
５⽉ 募集開始
夏頃 募集締め切り、審査
秋頃 選定企業発表

※選定企業は⾃動的に
メンバーズ会員登録

※追加選定も予定
３年間で３０社程度

■対象要件
①中国地域に本社機能または主要な

事業所を有する企業
②概ねミドル〜アーリー期の企業
③中国地域に根ざし将来的な⾶躍・

成⻑が期待される企業
④未上場企業
⑤J-Startup未選定企業

■推薦、評価視点
・メンバーズ会員以外も含め⾃薦・

推薦による応募を受け付ける
・選定に当たっての評価視点

□先進性
□成⻑性
□イノベーション
□経営者の意欲
□インパクト
□地域性
□実現可能性
上記の視点を総合的に評価して選定

選定企業⽀援

⽀
援

事務局＆サポーターズの
選定企業への集中⽀援

●サポーターズで選定企業情報を共有
●定期的なサポーターズ会合の開催
●選定企業のニーズに沿った⽀援検討
●具体的な⽀援の実施
【想定される⽀援例】

・他地域投資家等とのマッチング
・資本政策の構築⽀援
・補助⾦等含む資⾦調達⽀援
・知財戦略の策定⽀援
・プロモーション⽀援
・⾃治体との協働⽀援
・実証フィールド提供 etc

添付資料１



オンライン&
オフラインで開催!!

会場参加 ▶ 広島:Hiromalab  ひろしまハイビル21 17F

会場中継 ▶ 鳥取:隼Lab. 島根:enun 山口:Megriba

 岡山:ももたろう・スタートアップカフェ4  25
2023 14:00 - 18:30TUE 参加

無料

◀◀◀ 参加申込みは4/21まで!! ▶▶▶ オ
ン
ラ
イ
ン

会
場
参
加

 設立記念イベント

  中国経済産業局では、関係機関と連携し、「J-Startup」の地域版である「J-Startup WEST」を創設します。

全国で 7番目の地域版となる「J-Startup WEST」は、次代の中国地域を創造するスタートアップ企業群の

見える化・支援体制の構築等を通じて、中国地域発のロールモデルの創出・スタートアップエコシステムの

強化を目指す取組です。この度「J-Startup WEST」の設立を記念して、広く地域の皆様に設立趣旨等を

発信するとともに、関係者の交流を図るイベントを開催いたします。

オープニングLIVE
シンガーソングライター

TOKI

総合司会
フリーアナウンサー

住谷綾香

J-StartupWEST事務局 in

中国地域ニュービジネス協議会

info@jstartup-west.jp

J-Startup
WEST
Innovators
Gathering

http://bit.ly/3S9PJRC http://bit.ly/3SeOtwz

※定員:120名
(先着順)

添付資料2
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TIME  TABLE

4  25
2023 TUE

参加
無料

オンライン
＆

オフライン

14:00

15:00

15:40

18:30

-   オープニングLIVE

-   設立記念式典

13:30 -   開場/受付

-   設立記念パネルディスカッション

17:10 -   交流会

主 催

-   終了

社会課題に向き合い取り組んでいる全ての人々へ
広島からの声を音楽に乗せて

7番目の J-Startup地域版として
つなぎ、ひろげる、未来の希望

持続可能性と成長の両立へ、スタートアップの価値を語り合う

新しく動きはじめたプラットフォームで最初のネットワーキング

 設立記念イベント
J-Startup WEST

Innovators Gathering

PANEL
DISCUSSION

THEME『地域発イノベーションと社会的インパクト』

株式会社ちゅうぎん
キャピタルパートナーズ
取締役

石元 玲

一般財団法人
社会変革推進財団
常務理事

工藤七子

モデレーター
株式会社OMOYA
代表取締社長

猪熊真理子

株式会社ウーオ
専務取締役COO

万力悠人

西日本電信電話株式会社
イノベーション戦略室
事業開発担当
シニアマネージャー

及部一堯

スパークル株式会社
代表取締役

福留秀基



 設立記念イベント
J-Startup WEST

Innovators Gathering

株式会社ＯＭＯＹＡ
代表取締役社長

株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ
取締役

一般財団法人社会変革推進財団
常務理事

株式会社ウーオ
専務取締役 COO

西日本電信電話株式会社 イノベーション戦略室
事業開発担当シニアマネージャー

スパークル株式会社
代表取締役

1993年生まれ。広島。地球と共に愛と平和を奏でるクリスタルチルドレン世代のシンガーソングライター。
アメリカ人の父と日本人の母の間に生まれ、幼少期よりシェアハウス生活を持続。加えて学校に通わない家庭教育
「ホームスクーリング」で学ぶなどオルタナティブな環境で育つ。2つの国の想いが宿る血と心、平和への意志。
それらをもって地球の調和を促していく、新世代のインフルエンサーとしても期待を集めている。

東京女子大学文理学部心理学科卒業。学生時代に女性の自信形成に興味を持ち、心理学を学ぶ。認定心理士の資格
を取得。2007年(株)リクルートに入社。「ゼクシィ」や「Hot Pepper Beauty」などの事業で事業戦略、ブランド
プロモーション戦略、マーケティングなどに携わる。株式会社OMOYAでは、主に女性消費を得意とした、経営・
ブランドコンサルティングや企画マーケティング、組織のダイバーシティ・マネジメント改革、企業内の女性活躍
推進などを行う。33歳で上場企業の社外取締役に就任。その他多数の企業や社団法人の取締役、役員、顧問など
に従事。社会人女性の学びの場「女子未来大学」ファウンダー。

2007年NTT西日本入社。2009年より総合エンターテイナーとしての活動を始め、その活動実績
からレクリエーション介護士第1号となり、NTT西日本にてレクリエーション介護事業を創出。現在
は、株式会社パラレルパートナーズをはじめとした6法人の代表・顧問・アドバイザーを行い、社外の
知識・経験・人脈を活かしながら、NTT西日本のオープンイノベーション施設“QUINTBRIDGE”
のオープンイノベーションプロデューサーを務める。

大学卒業後、日系大手総合商社勤務を経てアメリカの大学院で国際開発学の修士号を取得。大学院在
学中、インパクト投資ファンドのパキスタン事務所でのインターンに参加。帰国した 2011年より、
日本財団へ入所し、日本ベンチャーフィランソロピー基金、ソーシャルインパクトボンド事業、
GSG国内諮問委員会など様々なプロジェクトに携わる。2017年 4月に日本財団からスピンアウト
する形で当財団を設立し常務理事に就任。インパクト投資全般の企画・推進をリード。島根県在住。

独立系VC、バイアウトファンドを経て、中国銀行の投資専門会社の取締役に就任。スタートアップ、バイアウト（事
業承継）、インフラ等の投資業務を統括。Startup Go!Go!（福岡）、STARTUP KINGDOM（岡山）といった
起業家コミュニティのファウンダーとして、地域のスタートアップ・エコシステムの形成に関与。2018年のも
もたろう・スタートアップカフェ設立準備に関与して以来、拠点開設イベント、アクセラプログラム、アワード
等の企画運営MC を担当。岡山イノベーションスクールにおいても 2020 年からメンタリング Day を担当、
地域の起業家発掘、育成に注力する。

東北大学大学院通信工学専攻修了後、株式会社シグマクシスにてデジタル戦略コンサルタントとして
飲料メーカー・金融業・専門商社・小売業などのクライアントへの新規事業開発・PMO 案件・ビジ
ネスデューデリジェンス・データ解析に従事後、スパークルに参画、現在代表取締役。一般社団法人
DX NEXT TOHOKU理事、一般社団法人東北絆テーブル理事。

広島県出身。新卒でクックパッドに入社し、食品飲料メーカーのマーケティングサポート業務に従事。
その後Cookpad台湾、LINEを経て、2019年1月よりウーオに参画。前職二社のような、誰かにとっ
てなくてはならないサービスを作るために邁進中。

シンガーソングライター

TOKI

とちぎテレビのアナウンサーを経て地元に戻り、スポーツを中心として活動。2022年から
RCCラジオのSETOUCHI STARTUPS SELECTIN のパーソナリティーとして活躍中。

フリーアナウンサー

住谷綾香

モデレーター

猪熊真理子

及部一堯

工藤七子

石元 玲

福留秀基

万力悠人



J-Startup WEST サポーターズの募集
「J-Startup WEST」では、選定されたスタートアップ企業を地域⼀丸となっ

て⽀援していくことを⽬指しており、本事業にご賛同・ご協⼒いただける関係機関
の皆様で「サポータ－ズ」を組成することとしています。

2023年3⽉1⽇の設⽴記念イベント（2023.4.25）の開催案内開始に併せて、
「サポーターズ」の募集を開始します。

「J-Startup WEST」の活動趣旨に賛同し、事務局にご協⼒をいただける関係
機関におかれましては、是⾮ともご検討いただきますようご案内申し上げます。

1

事務局︓中国経済産業局 産業部 経営⽀援課 新事業⽀援室
〒730-8531 広島市中区上⼋丁堀6-30
℡ 082-224-5745
e-mail bzl-jsta-west@meti.go.jp

添付資料3



サポーターズの役割と特典

2

役割
◆「J-Startup WEST選定企業」（以下、選定企業）から求められる⽀援ニーズに対して、各機関の
可能な範囲でご対応をいただきます。
◆サポーターズに登録された機関同⼠の情報交換や、連携による具体的な⽀援の⽅策等を話し合う場
を定期的に開催する予定です。

特典
◆サポーターズは、選定企業募集の際に、応募を⾏うスタートアップ企業に推薦書を付与すことができる
ことといたします。（サポーターズからの推薦書の添付が無ければ応募ができない仕組みといたします。）
◆サポーターズには、選定企業及び選定企業募集に応募のあった企業の情報も可能な範囲で共有
（取組内容や⽀援ニーズ等の⾒える化）をさせていただく予定です。
◆サポーターズには、選定企業の定点観測（年１回程度のアンケート調査）の結果について、可能な
範囲で共有（⽀援状況の⾒える化）をさせていただく予定です。

その他
●サポーターズへの登録費⽤は無料といたします。
●サポーターズの名称・ロゴ・⽀援内容は、Ｗｅｂサイト運⽤開始後（令和５年６⽉頃）に掲載する
予定です。
●企業推薦や選定企業等への⽀援は、⾃主的に⾏われるものであり、原則として事務局からの報酬は
ございません。



目指すこと
◆サポーターズ間の交流密度を⾼めながら、選定企業等への連携した⽀援活動を通じて、各地域のス
タートアップコミュニティ・エコシステムの更なる活性化を図りつつ、中国地域全体での支援レベルの向
上を図ることを⽬指します。
◆定期会合の場だけでなく、タイミングをみながら、サポーターズ間の相互研鑽、域外関係者との交流、
学び合いの場なども企画していく想定です。

幅広い領域での協力を目指して
◆資本政策、販路開拓など個社直接的な⽀援はもちろんのこと、以下のような間接的⽀援・環境整備的なテーマで
の連携も検討することを想定しています。
【働き方・学び直し】
リスキリング、企業間出向、兼業・副業などスタートアップの⼈材確保に繋がること

【教育】
⼩中⾼からの起業家教育、キャリア教育、⾦融教育など、次代の⼈材育成につながること

【オープンイノベーション、知財戦略】
地元中堅・中⼩企業、⼤企業、⼤学、⾃治体とスタートアップの交流、知財戦略の導⼊⽀援

【地域事業の持続性確保】
事業承継に向けた地元企業とスタートアップとの交流

【投資行動の意識変革】
インパクト投資、インパクトスタートアップなどの研究、普及

3

サポーターズの皆様と目指すこと



J-Startup WEST サポーターズ申込の留意点

4

登録要件
・スタートアップ⽀援の知⾒と経験を豊富に有する事業者、団体 等
・地域経済の活性化に取り組む県、基礎⾃治体、経済団体、⽀援機関、⽀援拠点 等
・その他J-Startup WESTの趣旨に賛同し運営協⼒できる体制と動機を有する企業 等
のいずれかに該当し、選定企業等への⽀援を表明できること。

登録手続き
・登録を希望する者は、事務局に申込書（様式１※別添）を提出し、事務局による要件等の確認・審査を⾏った
結果、適当と認められた場合に登録されます。

申込書送付先メールアドレス bzl-jsta-west@meti.go.jp

登録受付期間
・当⾯期限を設けず、随時受け付けます。



（様式１） 

J-Startup ＷＥＳＴサポーターズ申込書 

 

                            申込日  年  月  日 

宛先 

J-Startup ＷＥＳＴ 事務局 

 

以下のとおり、J-Startup ＷＥＳＴの活動趣旨に賛同し、スタートアップへの支援 

に協力しますので、J-Startup ＷＥＳＴサポーターズに申込みいたします。 

 

 

【推薦権の付与】 

サポーターズは、J-Startup ＷＥＳＴ選定企業の募集の際に、応募企業が応募書に添付を必須とする推薦

書を付与することができます。付与するかしないかの判断はサポーターズの裁量にお任せしますが、ロール

モデルとして相応しい企業の推薦をお願いいたします。 

【お願い】 

今後、ＨＰなどにおいて、J-Startup ＷＥＳＴサポーターズの公表を行う予定です。公表時に使用可能な

ロゴデータがございましたらご提供ください。また、支援内容も併せて公表させていただきますので、支援

内容の欄には実施可能な支援内容を簡潔に記載くださるようお願いいたします。 

フリガナ  

会社・団体名  

フリガナ  

代表者名  

所在地 
〒 

 

代表電話番号 （   ）    － 

担当者名  

担当者電話番号  

担当者 E-Mail           ＠ 

ＨＰ  

スタートアップ 

への支援内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




