Dans le cadre d’accélération de 25 entrepreneur(e)s, sélectionné(e)s sur la base de leur
capacité à générer un fort impact positif local avec le programme Diafrikinvest, MY BIG BOX
a participé le 20 juin, à une journée de coaching aux processus et aux techniques de levée de
fonds. Il y avait plusieurs problématiques abordées :
Les différents modes de financement,
La méthodologie de rédaction des différents documents nécessaires à une levée de fonds,
Une définition des principaux termes financiers,
Les profils d’investisseurs et professionnels concernés,
Des conseils sur la façon de communiquer avec un investisseur,
Un appui pour préparer sa levée de fonds,
Préparer sa stratégie de crowdfunding equity,
Préparer la rencontre avec des investisseurs sur les marchés étrangers,
Bénéficier de témoignages d’entrepreneurs.
Nous avons eu également l’occasion de participer au Forum des diasporas Africaines, qui s’est
tenu le 21 juin 2019 à Montrouge.
Nora MOULALI, la fondatrice de MY BIG BOX a pitché à l’arbre des palabres, ainsi la Marock
Box était exposée sur le stand de DiafrikInvest & Maroc Entrepreneurs.
Une expérience enrichissante et formatrice pour le développement de la startup en France et
au Maroc.
Source : https://shopmybigbox.com/investment-academy-session1%f0%9f%92%b6-forumdes-diasporas-africaines-%f0%9f%8c%8d-2019/

Partenaire du Forum des diasporas africaines (21 juin à Paris), ANIMA était présent pour
mettre en avant les jeunes entrepreneurs de la diaspora.
https://www.youtube.com/watch?v=ccH2q15nZrk
Source : https://www.lecourrierdelatlas.com/economie-video-diafrikinvest-booste-les-jeunesentrepreneurs-22264

Source : https://www.youtube.com/watch?v=R5UFc5wFIi8

モロッコには、500以上のスタートアップがあるとされている。2019年5月には欧州最大規
模のイノベーション見本市「Viva Technology」（パリ）に、同国からスタートアップ・新
興企業16社の代表団が産業・投資・貿易・デジタル経済相と共に参加するなど、国を挙げて
モロッコのイノベーション促進を図る動きがある（2019年5月30日付ビジネス短信参照）。
モロッコのスタートアップエコシステムの主要組織「StartUp Maroc」の創立者兼代表取締
役のジネブ・ララス（Zineb Rharrasse）氏と、「New Work Lab」の創立者兼代表取締役の
ファティムゾハラ・ビアズ（Fatim-Zahra Biaz）氏に、活動内容や展望についてそれぞれ話
を聞いた（6月10日、6月27日）。
豊富な支援プログラムの提供で若者と起業家の発展に貢献
StartUp Marocは、起業とイノベーションを通じた雇用創出と経済発展の促進を目的とした
非営利組織（NPO)のアクセラレーター。2011年にラバトに設立以来、国内16都市で設立さ
れ、多くのプログラムを実施。ララス氏によると、StartUp Marocの設立がモロッコでのス
タートアップエコシステムの始まりとのこと。
質問:
サービス内容と利用者の概要は。
答え:
学生・若者向けの教育プログラムと、起業家向けのアクセラレーションプログラムの2つの
主要プログラムを提供している。計2万人がプログラムに参加、300のスタートアップを支
援した実績がある。主なプログラムの内容は以下のとおり。
StartUp Maroc Roadshow
若者と国内外の起業家との交流機会をつくり、若者の起業精神の育成、各都市での起業家コ
ミュ二ティ―やイノベーション環境の活性化を通して、国全体での起業エコシステムを向上
させることを狙ったツアー。若者がメンターや専門家とともにピッチからビジネスモデルの
創造・審査までを行うイベント「Startup Weekend」 やブートキャンプをプログラムに含む
。2016年のRoadshowで、20の特許、400人の雇用、500万ディルハム（約5,500万円、DH
、1DH＝約11円）の売り上げと800万DHの投資を創出した。
StartUp Maroc Booster
6カ月のパッケージプログラムとして、資金援助や国内外の専門家とのメンタリング、ワー
クショップなどを提供することで、起業支援、ネットワーキング構築を促進する。資金援助
として、1スタートアップにつき20万DHを上限に補助金、50万DHを上限にローンを提供。
また、同プログラム参加者は、国内外の主要なスタートアップイベントへの参加機会を得る
ことができる。例年、国内約100のスタートアップから申請があり、2018年は7社が選ばれ
た。
そのほか、投資家、起業家などのスタートアップエコシステム関係者の意見交換・交流機会
を創出している。スタートアップの国際イベント「StartUp AFRICA SUMMIT」をラバトで
EUなどと共同開催。2018年までの過去3年間に2度開催した。2018年は3日間にわたるイベ
ントで、欧州と中東北アフリカ（MENA）地域20カ国以上からスタートアップ、投資家、専
門家など約300人が集まり、アフリカにおけるビジネスと投資機会について情報交換の機会
を得た。

質問:
ファンドや政府機関などからのサポートは。
答え:
モロッコ中央保証基金（CCG）、EU、在モロッコ・オランダ大使館からプログラム運営の
ため資金援助を受けている。また、起業支援・促進の国際的な組織「The Next Society」や
「DiafrikInvest」と協力し、スタートアップの交流機会やビジネス拡大機会を提供している
。
質問:
日本企業と現地スタートアップの連携可能性について。
答え:
現地スタートアップにとって日本企業との協業は、資金調達を得て、市場を拡大するために
良い機会だと考える。ただ、日本企業とモロッコのスタートアップという異なる2つの（ビ
ジネス）文化を結び付け、うまく連携するためには、日本企業のニーズとモロッコのスター
トアップのニーズの両方を明確にする必要がある。
質問:
モロッコにおけるスタートアップエコシステムや起業の今後の見通しについて。
答え:
StartUp Marocや他団体の活動により、当国のスタートアップエコシステムは着実に進化し
ている。新興スタートアップ誕生の促進を通して、エコシステムは国内経済に寄与し、グロ
ーバル化してきていると考える。しかし、スタートアップに対する支援はまだ十分ではない
。スタートアップにとって立ち上げ1年目は大変不安定で、多くのリスクを回避するため資
金援助が必要。モロッコのスタートアップに必要なことは、プロジェクトを安定的に立ち上
げ発展させるための十分な資金に加え、プロジェクトを安定的に発展させる優れた人材、市
場へのアクセス機会、大企業との連携だ。人材については欧州などに流出する課題があり、
大企業との連携ではスタートアップの地位がモロッコでは低いため難しい状況だ。
起業家と企業をつなぎ、スタートアップのさらなる成長促す
New Work Labは、起業家を大企業・大学・メディア・専門家・メンターにつなぎ、起業す
る上で必要なトレーニングやネットワークなどのサポートを提供するアクセラレーター／イ
ンキュベーターで、2012年にカサブランカに設立された。
質問:
サービス内容と利用者の概要は。
答え:
主なサービスとして、以下を提供している。
New Work Class
モロッコ国営リン公営社（OCP）の社会貢献事業である「OCP Entrepreneurship Network」
と連携して立ち上げた、起業家のビジネスビジョンや戦略、収益モデルの策定などビジネス
開発を全面的にサポートする、4カ月のアクセラレーションプログラム。約90人の起業家が
過去に利用し、350人の雇用を創出した。
School of changes
キャリア再構築プログラムとして、ブートキャンプやアクセラレーションプログラムを提供
。参加者は、さまざまなプログラムの中から自身のキャリアを再構築するメンタリングやト
レーニングを受けることができる。すでに1万7,000人がプログラムに参加。
オープンスペースの提供
オープンスペース（1,500DH／月）、シェアオフィス（2,500DH／月）、プライベートオフ
ィス（4,500DH／月）を提供。利用者は起業家交流イベントやスタートアップのアクセラレ

ーションプログラムに特別価格で参加が可能。過去5年で国内外の300人の起業家を受け入
れた。
New Work Labのサービスを利用した起業家の中で、特に紹介したいのは、ソーシャルビジ
ネスを行うAnou外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます だ。Anouは、織物や木工品な
どの職人の生活向上を目的に、職人のハンドクラフトを直接、米国など海外市場に販売する
オンラインプラットフォームを設立・運営する。同プラットフォームを通して、読み書きで
きない職人が、デジタルエコノミーへのアクセス機会を得た。日本企業がAnouのプラット
フォームに関心を持つことを願う。
質問:
日本企業と現地スタートアップの連携可能性について。
答え:
進んだテクノロジーを持っている日本から、モロッコは多くを学んでいる。Anouのように
優れた価値を生み出した組織と日本企業が結び付くことで、モロッコ文化を紹介する機会に
もつながるのではと思う。
質問:
モロッコにおけるスタートアップエコシステムや起業の今後の見通しについて。
答え:
世界は急速に変化しており、モロッコのスタートアップにとって大きな挑戦であると同時に
、機会でもある。モロッコは、起業家が解決すべき課題を多く抱えており、起業家にとって
は素晴らしい国だと考える。現在抱える課題を2つ挙げたい。1つは、科学技術やサービスに
アクセスできていない人々にアクセス機会をいかに提供するか、包括的なテクノロジーを築
き上げるかである。2つ目は、若者がインターネットを通してビジネスの機会を手に入れる
ため、どのようにして技能レベル向上やスキルアップするかである。
Source : https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2019/0701/ddbaa03ac1672aca.html

Après la tenue du « Bootcamp » international à « the camp » qui avait rassemblé 55
entrepreneurs de la Tunisie, du Maroc et du Sénégal fin avril, la première session de coaching
collectif DiafrikInvest a eu lieu le 19 juin 2019 dans les locaux de la Maison du Maroc, au sein
de la Cité internationale universitaire de Paris, avec pour objectif de les aider à affiner leur
stratégie de levée de fonds face à des investisseurs.
Cette première « Investment Academy » du programme d’accélération DiafrikInvest a
rassemblé une trentaine entrepreneurs, sélectionnés sur la base de leur capacité à générer
un impact local positif, pour bénéficier de l’expertise de la société Effectus, spécialisée en
conseil en stratégie et investissement.
Les entrepreneurs mobilisés, provenant des diasporas marocaines, tunisiennes et
sénégalaises, ont reçu des conseils opérationnels pour bien appréhender les attentes et les
critères de sélection d’un investisseur, et comprendre la chaîne et les différents outils de
financement.
Financé par l'UE, DiafrikInvest vise à accélérer et soutenir la mobilisation de hauts talents, des
entrepreneurs et des investisseurs issus de la diaspora afin d'encourager les relations
d'affaires entre l'Europe, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie et ainsi contribuer au
développement économique.
Source : https://www.euneighbours.eu/fr/south/stay-informed/news/succes-de-la-premiereinvestment-academy-du-projet-diafrikinvest

