
 

 

 

 

2020年 7月 1日 

 

ひろしまサンドボックス スタートアップチャレンジ 

広島オープンアクセラレーター2020の募集開始について 

 

株式会社広島銀行（頭取 部谷 俊雄）では、広島県の公募事業「令和 2 年度スタートアップ     

チャレンジ実施業務」を受託し、昨年に続き 2 回目となる「ひろしまサンドボックススタートアップ  

チャレンジ 広島オープンアクセラレーター2020」の募集を開始しましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

１． 目的 

（１）広島オープンアクセラレーター（以下、「本プログラム」）は、広島県下のイノベーションエコ

システムの構築に向けて、広島県内に新たな事業の創出を図ることを目的として実施するもの

です。 

（２）本プログラムでは、参加する広島県内企業（以下、「参加企業」）の経営資源と全国のスタート  

アップの特徴あるサービスを結びつけるオープンイノベーションにより、参加企業の新規事業

創出を目指します。 

 

２．運営体制 

  主催 ：広島県、株式会社広島銀行、Ｃｒｅｗｗ株式会社 

  後援 ：株式会社広島ベンチャーキャピタル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

【運営スキーム図】 

Creww ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑに 

約 4,800 社が登録 



３．本プログラムの主な支援内容 

  

（１）スタートアップの募集 

（参加企業の課題整理/プレスリリース/メルマガ/ＳＮＳ） 

（２）スタートアップの選定 

（３）スタートアップとの協業に伴うノウハウの提供 

（４）本プログラム進捗に伴う定期 MTGの開催    等 

 

４．スケジュール概要 

【参加企業募集・審査スケジュール】 

参加企業募集期間 

   

  

2020年 7月 1日 募集開始 

       7月 31日 応募締切 

審査期間 

 8月上旬まで 選定委員会審査・審査結果通知 

8月上旬 結果発表プレスリリース 

 【プログラムスケジュール（予定）】 

マッチング・プランニングフェーズ 

 2020年 8月上旬～9月 参加企業テーマ・リソース整理・募集ページ作成 

9月下旬 募集ページ公開（スタートアップエントリー開始） 

スタートアップ向けプレゼン（イベント①東京開催） 

10月～11月 スタートアップ提案審査① 書類選考 

ブラッシュアップ 

   12月 スタートアップ提案審査② 1次選考 

2021年 1月 スタートアップ提案審査③ プレゼン/最終選考 

事業化フェーズ 

 2021年 2月～ 実証実験 

3月 成果発表会（イベント②広島開催） 

 

  ※本プログラムの詳細につきましては、【別紙】募集要項をご確認下さい。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島銀行では、ＳＤＧｓへの取組みを強化しており、関連する                      

ニュースリリースに「ＳＤＧｓ17の目標アイコン」を明示しています。 
 

【ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）持続可能な開発目標）】 

2015 年 9 月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての 2030

年までの世界共通目標。 

持続可能な開発のための 17 の目標と 169 のターゲットで構成。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社広島銀行 法人営業部 

℡（082）247-5151（代表） 
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ひろしまサンドボックス スタートアップチャレンジ 

広島オープンアクセラレーター2020 募集要項 
 

2020 年 7 月 1 日 

運営受託者 

 

１． 目的 

（１）広島オープンアクセラレーター2020（以下、「本プログラム」）は、広島県下の      

イノベーションエコシステムの構築に向けて、広島県内に新たな事業の創出を図るこ

とを目的として実施するものです。 

（２）本プログラムでは、参加する広島県内企業（以下、「参加企業」）の経営資源と 

全国のスタートアップの特徴あるサービスを結びつけるオープンイノベーションに 

より、参加企業の新規事業創出を目指します。 

 

２．プログラム運営 

 主催 ：広島県、株式会社広島銀行、Creww 株式会社 

 後援 ：株式会社広島ベンチャーキャピタル 

 

  （主な支援内容） 

（１） スタートアップの募集 

（参加企業の課題整理/プレスリリース/メルマガ/SNS） 

（２）スタートアップの選定 

（３）スタートアップとの協業に伴うノウハウの提供 

（４）本プログラム進捗に伴う定期 MTG の開催    等 

 

３．スケジュール概要 

【参加企業募集・審査スケジュール】 

参加企業募集期間 

  

  

2020 年 7 月 1 日 募集開始 

       7 月 31 日 応募締切 

審査期間 

 8 月上旬まで 選定委員会審査・審査結果通知 

8 月上旬 結果発表プレスリリース 

 【プログラムスケジュール（予定）】 

マッチング・プランニングフェーズ 

 2020 年 8 月上旬～9 月 参加企業テーマ・リソース整理・募集ページ作成 

9 月下旬 募集ページ公開（スタートアップエントリー開始）

スタートアップ向けプレゼン（イベント①東京開催）

10 月〜11 月 スタートアップ提案審査① 書類選考 

ブラッシュアップ 

   12 月 スタートアップ提案審査② 1 次選考 

2021 年 1 月 スタートアップ提案審査③ プレゼン/最終選考 

事業化フェーズ 

 2021 年 2 月～ 実証実験 

3 月 成果発表会（イベント②広島開催） 
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４．プログラム内容 

 （１）マッチング・プランニングフェーズについて 

    

参加企業と Creww 株式会社のプラットフォームに登録する全国 4,800 社のスタート 

アップとのオープンイノベーションによる、マッチング・プランニングを行います。 

 

① 参加企業のテーマ/リソース整理、募集ページ作成、スタートアップエントリー 

   ・参加企業のテーマ/リソース整理、募集ページ作成 

全国のスタートアップへのアプローチに向けて、参加企業のテーマ・リソー 

スを整理の上、専用の募集ページを作成します。 

   ・スタートアップエントリー 

募集ページを通じて、Creww 株式会社に登録する 4,800 社を超える全国のスター

トアップから提案を募ります。 

   ・スタートアップ向けプレゼンテーション 

募集ページの公開にあわせて、参加企業からスタートアップ向けにプレゼンテ

ーションを行うイベントを開催します。 

② スタートアップ提案の選考 

   ・スタートアップ提案審査① （書類選考） 

     募集ページを通じて、スタートアップから提案のあった企画案について、書類

選考をします。また、書類選考を通過した提案については、参加企業とスタート

アップとの間で、企画案のブラッシュアップを実施する期間を設けます。 

   ・スタートアップ提案審査② （１次選考） 

      書類選考・ブラッシュアップを経た提案を審査します。また、１次選考を通過

したスタートアップ提案については、最終選考に向けてプレゼンテーション準備

を支援します。 

   ・スタートアップ提案審査③ （プレゼンテーション/最終選考） 

      １次選考を通過したスタートアップが参加企業にプレゼンテーションを実施し、

最終的に参加企業が採択する提案を決定します。 

（２）事業化フェーズについて 

   参加企業は、採択した提案の事業化に向けた実証実験を行います。 

① 実証実験 

    Creww 株式会社が実証実験開始サポート等を実施します。 

② 成果発表会 

    本プログラムで得られた成果について、広島にて発表会を開催します。 

 

５．プログラム募集概要 

（１）応募資格 

① 広島県内に本店登記がある又は広島県内に主要拠点を有する、新規事業創出に 

強い意欲を持って取り組む企業。 

② 本プログラムを遂行する人員（担当者（兼任可）は、3 名以上）を確保し、本プロ 

 グラムを完遂できる企業。 

③ 広島県が運営する「ひろしまサンドボックス推進協議会」の会員であること。 

なお、本プログラムへ応募することに合わせて、同協議会へ会員申請することで、 

本条件を満たすこととする。 

 

（２）募集期間 

2020 年 7 月 1 日（水）から 2020 年 7 月 31 日（金）まで 
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（３）応募方法 

広島県ホームページの応募フォームにしたがって、応募理由等を入力のうえ、応募

期間内に提出して下さい。 

(URL) https://hiroshima-sandbox.jp/support-menu.html 
    ※ひろしまサンドボックス推進協議会会員以外の方は、ページ下部の 

    リンクより、ゲストとしてログイン頂きご応募下さい。 

 

６．審査方法 

（１）概要 

応募内容をもとに、選定委員会で審議のうえ、5 社程度を選定します。 

（２）審査基準 

選定においては、新規性・独自性・実現性・地域性を主な評価項目とし、総合的に

評価し、選定します。さらに、事業創出意欲、リソースの豊富さ、ユニーク性及び本

プログラムへの参加可能人数等についても、勘案します。 

（３）審査内容 

審査内容等については非開示とします。 

 

７．留意事項 

（１）参加企業の契約について 

① 契約書の締結が 8月下旬に必要となります。 

② 本プログラムへの参加費用として 3 百万円（税抜）の支払いが 9 月下旬までに必要

となります。また、スタートアップが最終選考において広島で提案を実施する場合、

そのスタートアップの担当職員に係る交通費等をご負担頂くことがあります。 

（２）本プログラムで開催するイベントについて 

本プログラムで開催するイベントへの参加が必要となります。 

（３）web 環境について 

Creww 株式会社が提供するシステムに対応した web 環境が必要となります。 

  

 

（連絡先：運営受託者） 

〒732-8691 広島市南区西蟹屋 1 丁目 1-7 

株式会社広島銀行 法人営業部 金融サービス室 

担当：栗栖・野村 

TEL：082-504-3861 

https://hiroshima-sandbox.jp/support-menu.html



