
スタートアップ・ラボ 東広島

開催要項

令和元年11月

主催：広島県東広島市

＜東広島のリソース活用・創発型起業スクール＞



はじめに

■趣旨・目的

東広島市では、本市の地域資源を活かした起業をテーマに、ローカルベンチャーや自身の
スキルやネットワークを活かした起業に関心のある学生や若者を対象に、アイデアソンや現
地ツアーなどによるプラン作成セッションやプラン審査会などを連続開催する『スタート
アップ・ラボ・東広島』を開講します。

■テーマは【地域リソースの発見×あなたのやる気・スキル】によるスタートアップ、です。

①あなたの「やる気」「スキル」を棚卸し

「スタートアップ・ラボ東広島」は、起業をめざすあなたの「やる気（WANT）」と「ス

キル（CAN）」を棚卸しからスタートします。

②あなたの構想にとっての「リソース」をみつける

東広島市は、瀬戸内の美しい海と里山の風景が広がる、自然環境に恵まれた地域です。ま

た、広島大学をはじめ国の研究機関等が多数立地しており、事業構想の検討や研究開発を進

める上で、恵まれた環境であるとともに、専門人材の豊富な国際学術研究都市でもあります。

「スタートアップ・ラボ東広島」では、あなたの事業構想を生み出す「リソース」との出

会いをサポートします。

③あなたの起業プランを事業構想作成・実践、２つのフェイズの専門家チームが伴走

「スタートアップ・ラボ東広島」では、受講生のみなさんのプランの種を育てるため、起

業プラン作成の専門家、ローカルベンチャーの実践者が伴走します。

さらに、プラン発表審査会を経て夢へのチャレンジフィールドとなる、東広島市があなた

の起業チャレンジをサポートします。

■対象者および参加条件等

• 東広島市以外にお住まいで、将来にわたって東広島での起業・定住に関心のある、18才以

上の社会人、および東広島市内大学生、市内在住で県内通学中の大学生 。

■募集人数

• ２０名程度

■申し込み

• 2019年12月8日（日）に東広島市・広島市内で開催する「説明会＊アイデアソン」にご参

加いただき、お申し込みをお願いします。（＊申し込み方法はＰ１２に記載）
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１ 東広島市の紹介

（１）起業対象地域 東広島市 豊栄町
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東広島市は、広島県の中央に位置し、北は標高４００ｍの山々、南は瀬戸内海に面した豊
かな自然景観に恵まれた都市です。
市中心部からＪＲ広島駅まで電車で約３８分、広島空港にも近接し、交通利便性が良く、

また、全国学力・学習状況調査では、全国平均を全ての教科で上回るなど教育力の高さも相
まって、子育て世代の移住が増えています。
スタートアップ・ラボ東広島の起業対象地域である、市内豊栄町は、東広島市の北部に位

置し、瀬戸内海、日本海にそそぐ源流がある山陰・山陽の分水嶺にあたり、特別天然記念物
であるオオサンショウウオが生息する自然豊かな地域です。
地域内には、アンティーク家具販売やグランピング事業の「リ・カムアクロス」や泊まれ

る古書店「廣島書店」を経営するローカルベンチャー・中岡政文さんなど、市外から移住し
て事業を展開する起業家が増えています。

＊詳細なリソースリストは、「説明会＊アイデアソン」で発表します。

リ・カムアクロス 廣島書店

豊栄のローカルビジネス スポット／ひと

 豊栄くらす
地元企業が主体となり、かつて商店街の賑わいの中心だった築80年の古民家「栄屋百貨店」跡をリノベ―

ションした地産地消と豊栄の暮らしでおもてなしするレストラン。新たなまちづくりの発信拠点として注目さ
れています。

 GUILD

レザークラフト製品を製造・販売するお店。使いやすく、シンプルで飽きのこないデザインを心がけ、ひとつ
ひとつの製品を丁寧に手作りしています。革製品小物の手縫いワークショップも開催し、市内外の愛好家
が注目する人気ショップです。

 豊栄羊毛

東広島でファーマーズマーケットや地域の田舎体験会を行う会社を設立し、地域の「ひと」「もの」の循環
を促す活動を展開。また、豊栄町の協力隊として、空き家を活用しながら、地域の人と「衣」の六次産業
化に取り組んでいます。
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（２）対象地域の位置

出発地 所要時間 運賃

広島駅 約40分 580円

呉駅（JR海田市駅経由） 約1時間 840円

呉駅（路線バス利用） 約1時間30分 1,150円

◼ JR各駅（広島・呉）からJR山陽本線西条駅まで

発着地 所要時間
料金

（普通車）
ＩＣー豊栄間

広島インターチェンジから西条イン
ターチェンジ（山陽自動車道）

約20分 900円 約30分

◼ 広島から高速道利用 山陽自動車道西条インターチェンジから豊栄まで



（３）スタートアップラボの開催スケジュール

４

① 説明会＊アイデアソン
ＡＭ：東広島市内（@ミライノ＋）
ＰＭ：広島市内（＠ port-inc ）

１２月８日(日)

② 起業プラン検討セッション
ＰＭ：広島市内（＠COBA）

１２月１４日（土)

③ リソース発見１DAYトリップ（現地訪問）１２月１５日（日）

起業プラン発表審査会
PM:東広島市内（調整中）

２月１５日（土）

ブラッシュアップセッション
ＰＭ：広島市内（＠ port-inc）

１月２５日（土）

【起業プラン トライアルサポート】2月下旬～3月
＊東広島市内での起業プランの試行をサポートします。

スタートアップラボは、東広島市、広島市の2拠点で、以下のスケジュールにより開催します。
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（１）説明会＊アイデアソン 2019年12月8日（日）

２ スタートアップラボの概要

 ＡＭ ９：３０－１２：００ 東広島市内（@ミライノ＋）
 ＰＭ １５：００ー１８：００ 広島市内 （＠ port-inc ）

メンターに犬塚星司さん（KRMK主宰）をお迎えし、スタートアップ・ラボ・東広島を体感してもら
い、起業に向けての「やりたいこと」「できること」と「地域のリソース」を棚卸しを行いながら、
両者を掛け合わせをて見えてくる起業の種となる方向性の導き方をグループワークで学んでいただ
きます。

説明会アイデアセッションのポイント

対象地域のリソースリストを発表します！①

受講生のやりたいコト・できるコトを可視化します！②

グループワークで地域×できるコトで起業の種を考えます！③

メンタートークで起業プラン発想法を学びます！④

メンターのアドバイスからグループプランをまとめます！⑤

スタートアップ・ラボ東広島を体感いただく機会です！⑥

登壇
ゲスト

SEIJI_INUZUKA 犬塚星司氏

（株）博報堂にてマーケティング・プランナー、（株）博報堂コンサルティングにてブラン
ド・コンサルタントとしてクライアント企業のブランド戦略構築に従事。博報堂グループ退
社後は、シリコンバレー発のファッションEC ベンチャー The RealReal の最高戦略責任者
(CSO)  として事業戦略、マーケティング、ユーザーエクスペリエンスデザインなどを統括。
同社の日本における事業売却を経て、現在は自身のコンサルティング・ファーム"KRMK /
Kr omack" を主宰。経営戦略、ビジネスモデル、ユーザーエクスペリエンス、マーケティン
グ、組織変革、海外展開など幅広い視点からの「ブランド戦略構築」が強み。大学院大学至
善館特任准教授、担当科目は「Design Thinkin g( デザイン思考）」。

犬塚星司氏
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（２）起業プラン検討セッション 12月14日（土）

 ＰＭ １４：００ー１７：００ 広島市内 （＠ COBA ）

講師に吉長成恭さん（県立広島大学大学院経営管理研究科ＭＢＡ客員教授、株式会社博報堂研究開
発顧問）、ゲストにローカルベンチャー実践者である新里カオリさん、松嶋 匡史さんをお迎えし、
ローカル資源を活かした起業発想法を学びながら、あなた自身の起業プランづくりの検討をスター
トする回となります。

説明会アイデアセッションのポイント

講師やローカルベンチャー実践者に事業手法を学びます！①

プランアイデアシートに事業アイデアを描きます！②

講師とゲストによる個別指導を受けることができます！③

現地訪問に向けたチェックポイントを可視化します！④

登壇
ゲスト

HARUYASU_YOSHINAGA 吉長成恭氏
KAORI_NIISATO 新里カオリ氏

TADASHI_MATSUSHIMA 松嶋匡史氏

吉長成恭氏 新里カオリ氏 松嶋匡司氏

広島経済大学特別客員教
授、医学博士。
感性マーケティングの第
一人者。
一般社団法人ちゅうごく
PPP・PFI推進機構 代表
理事、一般社団法人
KANSEI Projects 
Committee 理事長

立花テキスタイル研究所
代表。武蔵野美術大学大
学院テキスタイル専攻修
了。向島で80年続く帆布
を、地域の廃材で染めた
環境配慮型製品を製作、
販売。綿と藍の栽培も地
元生産者に委託するなど、
ソーシャルビジネスとし
ても注目を集める。

株式会社瀬戸内ジャムズ
ガーデン代表取締役社長。
電力会社を退職後、周防
大島へ移住。地域の柑橘
類などを活用したジャム
の製造・販売事業を創業。
6次産業化優良事例表彰に
て農林水産大臣賞も受賞。
書籍「里山資本主義」な
どでも紹介される。
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（３）リソース発見１DAYトリップ（現地訪問）12月15日（日）

現地メンターに豊栄で起業し、注目を集めている中岡政文さん（リ・カムアクロス／廣島書店代表
取締役）お迎えし、対象地域である東広島市豊栄地域で、受講生のテーマにかかる地域資源とキー
パーソンに会いに行く、起業リソース発見のための１ＤＡＹトリップです。

リソース発見１DAYトリップのポイント

受講生のテーマに沿った対象地域の資源と人を訪ねます！①

地元起業家の実践現場訪問で起業の解像度を高めます！②

起業エコシステムなど現地の雰囲気を体感いただきます！③

受講メンバーとの現地訪問で一体感が高まります！④

登壇
ゲスト

MASAFUMI_NAKAOKA 中岡政文氏

東広島市豊栄に移住。閉所された地域の民間医療施設を買い取り、自身が長年培ってきた営業
販売スキルをかけあわせ、ヨーロッパのアンティーク家具の輸入販売の拠点となる店舗を開設。
さらに、緑豊かな周囲の自然環境や広い敷地にアンティーク家具を配した企画で、ロケーショ
ンブライダルやメディア撮影シーンでの家具レンタル・アレンジメント、グランピングなどの
新事業を次々に展開。全国から愛好家が訪れ、利用する人気スポットに成長。
さらに、2018年には「リ・カムアクロス」隣接地にあった古民家を取得し、広島に関連した本
（新書・古本・古い印刷物）を扱う、泊まれる書店『廣島書店』を開業し、注目を集めている。

中岡政文氏

時間 項目 場所

9:00 集合・バス乗車 西条駅

9:45 リ・カムアクロス 廣島書店 中岡政文代表

11:45 ランチ 豊栄くらす

12：45 市内起業家 開業予定地見学

14：45 豊栄羊毛 見学

15:45 GUILD 見学

17:00 解散 バス降車 西条駅
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（４）ブラッシュアップセッション 2020年1月25日（土）

ブラッシュアップメンターに、床並展和さん（NTTdocomo地方協創プロジェクト・ディレクター、
元チームラボ RESAS開発チームリーダー）をお迎えし、受講生の描く起業プラン（ドラフト）を
ブラッシュアップし、事業の実現性を高めるためのセッションを行います。

ブラッシュアップセッションのポイント

起業プラン（ドラフト）の強みと弱みを可視化します！①

上記①のＳＷ＊をメンター指導で実現性を高めます！②

審査会に向けたプランのゴールイメージをつくります！③

登壇
ゲスト

NORIKAZU_TOKONAMI 床並展和氏

株式会社NTTドコモ 第一法人営業部 地域協創・ICT推進室。
1984年島根県生まれ。大学卒業後、外資系コンピューター製造メーカーに就職。その後、転
職先の企業で、地方創生のために内閣府が全国の自治体に提供したビックデータ解析ツール
「RESAS」開発チームリーダーとして活動。リリース後は「RESAS」を活用したアイディア
ソン・ハッカソンイベントの講師として全国約25地域でファシリテートを行った。
2018年7月より現職。ICTを地域課題解決に生かす地域協創プロジェクトを全国で展開。
「東京で考える地方創生！内閣府RESAS・APIハッカソン」審査委員ほか。

 ＰＭ １４：００ー１７：００ 広島市内 （＠ port-inc ）

床並展和氏
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（5）起業プラン発表審査会

起業プラン発表審査会では、みなさんの起業プランをプレゼンテーションいただき、プランの特性、
事業性、地域協働の可能性などから審査委員が審査し、優秀プランを表彰します。

起業プランブラッシュアップセッションのポイント

起業プラン（ドラフト）の強みと弱みを可視化します！①

上記①のＳＷ＊をメンター指導で実現性を高めます！②

審査会に向けたプランのゴールイメージをつくります！③

審査
委員

審査委員長
HARUYASU_YOSHINAGA 吉長成恭氏

審査委員
NORIKAZU_TOKONAMI 床並展和氏
SEIJIR氏

 ＰＭ １４：００ー１７：００ 東広島市内 （調整中 ）

吉長成恭氏 床並展和氏犬塚星司氏
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３ 会場

（１）東広島会場 イノベーション ラボ ミライノ＋

１２月８日(日) 午前会場

東広島市西条岡町10ー10 西条駅から徒歩約10分

イノベーションラボ・ミライノ
＋
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１２月８日(日) 午後会場 １月２５日（土）

（１）広島会場①ポートインク

ポートインク

（２）広島会場②COBA 広島市中区基町１２−５あなぶき広島紙屋町ビル 7階
広電紙屋町東徒歩1分/アストラムライン本通徒歩3分

１２月１４日(土)

COBA

広島市中区本川町3丁目1番5号シーアイマンション2F
(入口：川沿側) 「本川町」電停から徒歩 6分



４ 参加申し込み方法について

１）参加スタイル

⚫ 説明会＊アイデアソンは、どなたでも参加いただけるオープンイベントです。

⚫ そのほかのプログラムは、原則として講座を通じて参加いただきます。（ほかのご予定な

どで予め欠席回が見込まれる場合は事前に事務局にご相談ください。欠席回のフォロー

アップをご用意いたします。）

２）参加申し込み方法

本開催要項をご確認の上、下記サイトの「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご

応募ください。

◎スタートアップ・ラボ・東広島WEBページ

URL：http://www.csri.jp/archives/info/965

◎最新情報は、下記のサイトをご覧ください。

facebookページ https://www.facebook.com/startuphigashihiroshima

３）説明会＊アイデアソンへの参加申込

下記メールアドレス宛に件名を「アイデアソン参加希望」とし、下記の必要事項を

ご記入の上、送信ください。受信確認後、当日ご持参品等のご連絡とあわせてメール

にて返信いたします。

【ご記入事項】

●お名前 ●年齢 ●ご職業（大学生の方は大学生と記入）

●お電話番号 ●メールアドレス（返信ご希望先がお申込みアドレスと異なる場合）

４）本講座受付期間

令和元年 11月25日（月)～同12月13日（金）１８:００まで

５）参加ご通知

東広島市において、応募内容を確認の上、参加者の方には事務局から「参加確定通知」

メールをお送りします。（ご通知予定日：12月13日（金）までに随時お送りいたします。）

６）参加費（プログラム参加費用 旅行保険加入費用を含みます。）

社会人：５千円 ／ 学生：2千円

７）参加費お振込み先／キャンセルについて

お振込み先は「参加確定通知メール」に記載します。

８）旅行保険

参加者はに加入いただきます。加入費用は参加費に含みます。
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（１）参加スタイルと申し込み方法

http://www.csri.jp/archives/info/965
https://www.facebook.com/startuphigashihiroshima
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＜事業主体＞
広島県東広島市 政策企画部 広報戦略課（広島県東広島市西条栄町8－29）
＜運営事務局＞
株式会社シーズ総合政策研究所 東京オフィス：ローカルプロジェクト事業部
（担当：谷口、藤原）
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-21-15 松濤第一ビル1階 株式会社益田工房内
email：ljc@csri.jp WEB：http://www.csri.jp/ljc

・ご応募いただいた個人情報は、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。
それ以外の目的での使用はいたしません。
・運営会社プライバシーポリシー掲載ページ http://www.csri.jp/company/privacy

（２）個人情報の取り扱いについて

mailto:ljc@csri.jp
http://www.csri.jp/ljc

