
「BAYSTARS Sports Accelerator」募集要項 
 

2017年 12月 19 日 

 

                株式会社横浜 DeNA ベイスターズ 

                株式会社 iSGS インベストメントワークス 

 

1. 背景と目的 

 

株式会社横浜 DeNA ベイスターズ（代表取締役：岡村 信悟）は、「BAYSTARS Sports 

Accelerator」（以下「本プログラム」といいます）につきまして、株式会社横浜 DeNA ベ

イスターズ（以下「ベイスターズ」といいます）と、新たな事業を「共創」する、ある

いはベイスターズが有する経営資源を活用することで、爆発的な成長が期待されるベン

チャー企業のみなさまを対象として、2017 年 12 月 19 日より、本募集要項に記載のとお

り、ご提案の受付を開始いたします。なお、本プログラムは、株式会社 iSGS インベスト

メントワークス（代表取締役：五嶋 一人）をパートナー企業として展開して参ります。 

 

政府は「日本再興戦略 2016」の中で、「スポーツ産業の活性化」を官民戦略プロジェク

トの 1 つに掲げ、2015 年に 5.5 兆円であったとされる国内スポーツ市場を、2025 年には

15 兆円に拡大させる数値目標を定めるなど、スポーツ産業の急成長が見込まれておりま

す。 

 

このように日本のスポーツ産業に関心が高まる中、横浜市は国内有数の人口と、野球・

サッカー・バスケットボールなどの国内主要プロスポーツリーグの参加チームを有し、

さらに 2020 年に開催される東京オリンピックでは横浜スタジアムが野球・ソフトボール

のメイン会場となるなど、日本国内におけるスポーツ産業の中心地となる可能性を有し

ております。 

 

「BAYSTARS Sports Accelerator」は、「横浜市民やファンの皆様、スポンサー企業等の

ステークホルダーにこれまでなかったスポーツ体験の提供」と、「横浜の地域経済活性

化」を目的として、外部の革新的ベンチャー企業とのパートナーシップにより、スポー

ツ産業と地域社会に新たなイノベーションを起こします。 

 

 

2. 応募資格 

 

ご応募対象は、下記項目を全て満たす事業者といたします。 

 

1. 概ね設立 10 年以内の企業であって、革新的で新規性・独自性の高い事業をもって本プロ

グラムに応募していただける企業であること。 

 

2. 本プログラムが設定する６つの募集テーマに対して、関連する事業をリリース済みであ

る、もしくは確実なリリースの予定があること。 

 

3. 本プログラムへのご参加が決定した場合、対象事業を遂行できる体制等を有しているこ

と、または実現可能な計画があること。 

 

4. 本プログラムに係るご商談や開発・体制変更などの状況について、ベイスターズに共有

するなどのご協力をいただけること。 

 

 



5. 本プログラム応募時点で日本での会社設立登記が完了しており、かつ会社が有効に存続

していること。 

 

6. 日本語でのコミュニケーション・文書作成・契約等が可能であること。 

 

7. 事業展開の対象地域に横浜エリアを含むことに支障がないこと。 

※1 現在および将来の事業展開を横浜エリアに限定するものではありません。また横浜

市外の企業もご応募頂けます。分野の制約もありません。 

 

8. 次の各号に該当しないこと。 

 

(1) 応募者、応募者の役職員、応募者の特別利害関係者、応募者の株主、応募者の取引

先等が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業（以下、「暴力団等」とい

う）その他これらに準じる者であること、または、これらの者と密接な関わりを持

つ者であること。なお、ここでいう「特別利害関係者」とは、役員（役員持株会を

含む。）、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により発行済株式総数の過

半数が所有されている会社、並びに、関係会社及びその役員をいう。 

 

(2) 応募者の役員もしくは従業員が暴力団等を利用し、暴力団等に資金、便宜を提供す

る等の協力・関与をし、暴力団等の交流関係があり、またはその他暴力団等と社会

的に非難されるべき行為を行った、または行っていること。 

 

9. 次の各号に該当していること。 

 

(1) ご応募の内容およびご提案内容が第三者の特許権、商標権、著作権等の権利を侵害

していないこと。 

 

(2) ご応募の内容およびご提案内容が法令に違反しないこと。 

 

(3) ご応募の内容およびご提案内容がその他本募集要項に違反していないこと。 

 

 

3. 応募期間 

 

2017年 12月 19 日から 2018 年 1月 16日まで 

 

 

4. 応募方法 

 

期間内に下記応募フォームにご記入・ご提出してください。なお応募フォーム内で、記

載いただく事項とは別に、任意で資料を追加していただくことが可能です。 

 

応募フォーム: https://www.baystars.co.jp/form/bsa_entry001/ 

 

 

5. スケジュール 

 

2017年 12月 19 日(火) 応募受付開始 

2018年 1月 16日(火)  応募受付終了 

2018年 1～2 月         書類審査・プレゼンテーション審査 

2018年 2 月以降    本プログラム参加オファー後、プログラム開始 

https://www.baystars.co.jp/form/bsa_entry001/


6. 募集テーマ 

 

① Sports Viewing スポーツ観戦体験 

横浜スタジアムをはじめとした、スタジアム・アリーナでのスポーツ観戦体験を向上さ

せられるプロダクト・サービスを対象とします。 

 

② Fan Engagement ファン層の拡大＆満足度向上 

より多くの人に新たにファンになっていただき、また、既存のファンの満足度を向上さ

せられるプロダクト・サービスを対象とします。 

 

③ Sponsorship スポンサー企業への提供価値 

パートナーシップを組むスポンサー企業に対して提供する広告・PR 価値を向上させられ

るプロダクト・サービス、および広告・PR の対象となるファン・観客・地域の皆様の体

験を向上させられるプロダクト・サービスを対象とします。 

 

④ Goods and Foods 物販・飲食サービス 

オフライン・オンライン両面で、ファンの購買体験および飲食体験を向上させられるプ

ロダクト・サービスを対象とします。 

 

⑤ Sports Performance スポーツ技術 

プロ・アマチュアを問わず、スポーツをする人の技術・体力や、スポーツ体験の向上に

繋がるプロダクト・サービスを対象とします。 

 

⑥ Other Sports Business 新たなスポーツ分野 

上記の 5 カテゴリーに含まれない、ベイスターズの提供アセットを活用することで爆発

的な成長が期待できるスポーツ関連事業を対象とします。 

 

 

7. 審査基準 

 

● 課題解決手法・仕組みの実現可能性 

○ 提案は、どのような課題を、どのような手法で解決するか。 

○ 提案は、「誰に」「何を」「どのように」プロダクト・サービスなどを提供して

価値を得る仕組みか。 

 

● 本プログラム参加の意義 

○ 提案は、他のアクセラレーション・プログラム等でなく、本プログラムに参加す

る明確な意義があるか。 

○ ベイスターズと新たな事業を「共創」する、あるいはベイスターズが有する経営

資源を活用することで、爆発的な成長が期待できるか。 

 

● 体制 

○ 提案者の体制は、提案内容の実現が可能か。 

○ 提案者の体制は、提案を実現するための専門知識・実務経験、実績、学術基盤な

どを持つか。 

 

● 新規性・独創性 

○ 提案に、新規性・独自性は備わっているか。 

 

● スポーツ産業全体、地域社会としての横浜市を活性化に資するか 

○ 提案は、スポーツ業界全体、地域社会としての横浜市の活性化に資するか。 



8. ご応募に際してのご確認事項 

 

ご応募に際しては、下記項目について、全てご同意のうえご応募ください。 

※1 1社からのご提案は、各募集テーマにつき 1 つのみとさせていただきます。 

※2 複数企業による共同提案は可能です。 

※3 1社で複数テーマに対してご提案をいただくことは可能です。 

 

1. 応募フォーム、および（任意でご提出いただく）追加資料は、日本語で記入されたもの

のみを受付対象といたします。 

 

2. 本募集要項の記載の内容を充分にご理解いただき、ご同意のうえご応募ください。 

 

3. 本プログラムは、企業連携による新しい事業の創出を目指しておりますため、既存製品

の売込はご遠慮ください。 

 

4. ご提案内容に関して、ベイスターズ等と秘密保持契約の締結を希望される場合は、あら

かじめその旨をお知らせください。 

 

5. 本プログラム以外の他のアクセラレーション・プログラム等に参加中であったり、他の

企業との協業が進捗中であっても応募可能です。その場合の他のアクセラレーション・

プログラム運営者や協業相手へのご報告・ご調整を完了のうえ、ご応募ください。  

 

6. ベイスターズのニーズとのマッチングを行う為、応募者のご希望とは異なるマッチング

機会のご提案となる場合もございます、あらかじめご了承ください。 

 

7. ご応募にかかる交通費・宿泊費・調査費用・資料作成費用など一切の費用は、全て応募

者負担となります。 

 

8. 下の場合には、審査対象外とさせていただきますので予めご了承ください。 

a. アイディアのみで、実現まで一緒に取り組む事のできない (手段を有さない)ご

提案 

b. 応募者（その役職員を含みます）が法令等もしくは公序良俗に反する行為を行

い、またはそのような行為を行うおそれのある場合 

c. 応募内容に不備がある場合、または応募者が、応募に際して虚偽の情報を記載、

およびその他虚偽の申告を行った場合 

 

9. 本プログラムにご参加をいただき、ベイスターズと共同で開発した事業や商品、などに

より発生する商標権・特許権などの知的財産権は、その帰属や保有割合などについて、

協議いたします。 

 

10. 共同で事業を企画・推進等するために必要な場合、応募者が保有している知的財産権に

ついては、ベイスターズに利用等を許諾いただく場合がございます。 

 

11. 応募にあたってご提供いただく個人情報を含む応募情報は、株式会社横浜 DeNA ベイス

ターズが取得し、株式会社横浜スタジアム、株式会社ディー・エヌ・エー（子会社を含

みます）及び株式会社 iSGS インベストメントワークスに、本プログラム実施の目的で提

供されます。 

 

12. 審査経過・審査結果等に関する問い合わせには応じられません。 

 

 



13. 本プログラムによって生じたあらゆる損害について、株式会社横浜 DeNA ベイスター

ズ、株式会社ディー・エヌ・エー（子会社を含みます）および株式会社 iSGS インベスト

メントワークスは責任を負わないものとします。 

 

14. 本プログラムに参加することが不適切であると株式会社横浜 DeNA ベイスターズ、株式

会社横浜スタジアム、株式会社ディー・エヌ・エー、及び株式会社 iSGS インベストメン

トワークスが判断した場合には、応募取消し、審査対象外とし、または途中辞退とさせ

ていただく場合がありますのでご留意ください。 

 

15. 将来開催予定の本プログラムの成果発表会等のイベントにて 企業名・提案内容・資料

等を、応募者およびベイスターズ間での協議・合意の上で、発表・公開し、または応募

者に発表・公開いただく場合がある旨、ご承知ください。 

 

16. 応募によって生じる各種権利は、第三者に譲渡、質入等することはできません。 

 

 

以上 

 

 

 
 

問い合わせ先 

 

本プログラムに関するお問い合わせは、下記までお願いします。 

 

お問い合わせフォーム： https://www.baystars.co.jp/form/bsa/ 

https://www.baystars.co.jp/form/bsa/

