
福岡市は、福岡市を拠点とする起業家やその候補者などを対象とし、世界展開を見据えたビジネスに必
要な起業家マインドセットと知識・スキルが身に付く国内・海外ワークショップ型研修プログラムを実施
します。
過去には現地ピッチイベントにて優勝に輝き実際に起業した参加者や、資金調達した参加者も現れ、確

実な成果を挙げています。
本事業の開催7回目となる今年度は、国内研修ではデザイン思考ワークショップ、グローバルコミュニ

ケーションに関する講義、そして、海外研修ではサンフランシスコ・シリコンバレーエリアに滞在し、ビ
ジネスプランをグローバル向けにブラッシュアップするワークショップ、ピッチイベント「SF Pitch
Night」への参加など、現地とのネットワークの構築や海外展開の足掛かりとなるような実践的な内容とす
る予定です。
つきましては、下記のとおり参加者の募集を開始するとともに、プログラム説明会を開催しますので、

お知らせします。

令和4年9月16日
福岡特区プロジェクトＴ326

『Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 』
への参加者を募集します！

訪米研修（グローバル起業家育成プログラム）

参加者募集
（１）募集期間

令和4年９月16日（金）～10月14日（金）
（２）申込方法

専用サイト（https://fukuokastartup.com）から申込み
※同サイトにて、過去の本事業の様子や参加者の声を掲載しています。

（３）参加対象者
18歳以上で福岡市に在住、または会社・大学等に通われて

いる方、もしくは福岡市で起業を検討されている方や起業支
援者のいずれかに当てはまり、下記条件を満たすことのでき
る方が対象となります。
①既に海外展開している方、もしくは海外展開を目指している・興味がある方
②日本語での聴講やワークショップへの参加が可能な方
③原則として参加を希望するプログラム全日程への出席が可能な方
※外国籍の方も参加可能ですが、米国でのビザ取得はご自身で行って頂きますので予めご了承ください。

プログラム説明会
（１）開催日時

（２）内容
本事業の内容説明や質疑応答、過去の研修生の登壇など

１

2

前回（R1年度）訪米研修参加者の様子

※詳細は別紙募集要項のとおり

※詳細は別紙のとおり

市政記者各位

第１回：令和4年 9月28日（水）18：00～19：30（会場：Fukuoka Growth Next 及び オンライン）

第２回：令和4年10月12日（水）18：00～19：00（会場：オンライン）

【上記に関する問い合わせ】（委託先：ﾋﾞｰﾄﾗｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社）

『 Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 』事務局

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： contact@fukuokastartup.com 電話：03-6683-0853

【このリリースに関するお問い合わせ先】

福岡市 総務企画局 企画調整部 担当：三浦、安室 電話：092-711-4706 （内線1218）



令和4年 9月 16日

Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA事務局

（ビートラックスジャパン合同会社）

『Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 2022』

プログラム説明会について

本事業の説明会を下記のとおり開催いたします。プログラム説明会では、プログラムの概要説明や質疑応答、そし

て過去のプログラム参加者に体験談を語っていただく予定です。参加無料ですので、どうぞお気軽にご参加ください。

また、本プログラム説明会は公募期間中に2回の開催を予定していますので、併せてお知らせいたします。今後、各

説明会に関する情報は公式ウェブサイトやFacebookページにて順次お知らせいたします。

【第１回 プログラム説明会 概要】

日時 令和4年 9月28日（水）18:00 ～ 19:30

実施形式
オンラインとオフラインのハイブリッド開催 (オンラインはZoomを使用)
オフライン会場：FGN 1F メインイベントスペース福岡県福岡市中央区大名２丁目６−１１

登壇者

・Brandon Hill (btrax, Inc. Founder & CEO)
・ウィジャヤ沙織 (2021年度参加者)
・ブーレンゆかり(2021年度参加者)
・David Fu(2021年度参加者)

内容

・Brandon Hill セミナー「米国シリコンバレースタートアップ最新情報」

・プログラムの概要説明・質疑応答

・過年度参加者の体験談　　

・プログラムに関する個別相談/申し込みにあたっての説明　など

【第２回 プログラム説明会 概要】

日時 令和4年 10月12日（水）18:00 ～ 19:00

場所 オンライン開催（Zoom）

登壇者
・    橋本 華恋 (キャンプ女子株式会社 代表, 2018年度参加)
・濱﨑 皓王 (collEco株式会社 代表, 2019年度参加)

内容

・プログラムの概要説明・質疑応答

・過年度参加者の体験談

・プログラムに関する個別相談/申し込みにあたっての説明　など

【全説明会共通】

備考

・公式WebサイトおよびFacebookページより説明会参加申し込みフォームをご記入ください。メールアド

レス宛にオンライン配信URLをお送りいたします。

公式Webサイト: https://fukuokastartup.com/
公式Facebookページ: https://www.facebook.com/fukuokastartup/
・本プログラムへの応募に際し、本説明会への参加は必須ではありません。

・説明会への参加ができなかった方や本プログラムに関してご不明な点がある方は、下記問い合わせ

先宛にメールでお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

『Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA 2022』事務局

担当：大森・佐藤　メールアドレス：contact@fukuokastartup.com

https://www.fukuokastartup.com/
https://www.facebook.com/fukuokastartup/


 Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA 2022  募集要項 

 １．プログラムの⽬的および概要 
 市内スタートアップの成⻑やビジネスの実現、海外のエコシステムとのネットワーク形成を図ることを⽬的 
 に、福岡市内の起業家やその候補者などを対象とした、国内及び海外での研修・交流プログラムを実施しま 
 す。 

 ２．主な対象者    ※業種の分野を問わず募集いたします。 
 福岡市に在住、または福岡市内の会社・⼤学等に通われている⽅、もしくは福岡市で起業を検討されている 
 ⽅や起業⽀援者のいずれかに当てはまり、下記条件を満たす⽅が対象となります。 

 ①ビジネスを既に海外へ展開している⽅、もしくは海外展開を⽬指している・興味がある⽅ 
 ②⽇本語での聴講やワークショップへの参加が可能な⽅ 
 ③原則として参加を希望する研修プログラム全⽇程への出席が可能な⽅ 

 ※外国籍の⽅も参加可能ですが、⽶国でのビザ取得はご⾃⾝で⾏っていただきますので予めご了承ください。 
 ※応募数が予定数をはるかに上回った場合、居住地や応募理由などを元に福岡市との関連性が⾼い⽅から、事 
 務局で選考いたします。 

 ３．コース種別 
 Aコース 
 「国内研修+海外研修」の受講 (最⼤10 名) 
 国内研修を経て、実際にサンフランシスコ・シリコンバレーでビジネスプランをグローバル向けにアップ 
 デートしたい⽅や、現地ピッチイベントでのピッチへの登壇を体験したい⽅を対象とします。 

 Bコース 
 「国内研修」の受講 (最⼤100 名) 
 海外研修に参加することは希望していない、または、現時点でビジネスプランをお持ちでないものの、将来 
 的に起業または海外展開を検討している⽅を対象とします。 

 ※Aコース(選抜ピッチコース)をご希望の⽅へ 
 本コースへの所属は、国内研修内の選考によって決まります。国内研修内にて、ビジネスプランをご提出い 
 ただき、ピッチ選考を⾏うことで本コース所属を最終決定いたします。応募時点では希望されていなくて 
 も、研修期間内にエントリーすることは可能です。 



 ４．プログラム構成・スケジュール（予定） 

 ・  国内研修  （計5回実施, 開催場所: 第1、2、5回は福岡市内会場、第3、4回はオンラインにて開催予定） 

 研修内容は、スタートアップ及びグローバル展開に必要なスキルを⾼め、⾃信を持って海外ピッチイベント 
 でピッチができるようになることを⽬的としています。 

 グローバル展開に必要な要素を含めた「起業家マインドセット」、「ビジネスプランの課題設定・課題解決 
 策⽴案」、「投資家の視点」、「グローバルで通⽤するプレゼンテーション表現」を体得できるように企画 
 しています。 

 ⽇時  開催形式  ⽬的  研修プログラム コンテンツ 

 10⽉29⽇ 
 (⼟) 
 午前 

 ※3時間程度 

 福岡市内 
 会場 

 スタートアップ、起業家 
 マインドセットの理解 

 テーマ：「コロナ禍が変えたスタートアップの潮流 〜メタバース、Web3.0 
 、NFT、DAO いま何を理解しておけば乗り遅れない！？」 
 ・オリエンテーション 
 ・基調講演：スタートアップについて理解し、世界のスタートアップ状況を 
 把握する など 
 ・起業家パネルディスカッション：起業に⾄った経緯・起業することの楽し 
 さ・苦労 など 
 ・Q&Aセッション 

 11⽉12⽇ 
 (⼟) 

 午前 / 午後 
 ※3時間程度 

 福岡市内 
 会場 

 ビジネスプランの課題設 
 定・課題解決策 

 テーマ：「ますます重要になった⽣活者視点からのビジネスアイディア発想 
 〜ユーザ視点でビジネスを考え、⼈にうまく伝える⽅法」 
 ・ワークショップ：デザイン思考の⼿法をベースに、ユーザー課題を探り、 
 その課題解決案となるビジネスプランをワークショップを通して形にする。 
 ・セミナー：エレベータピッチの基礎・成功するピッチスライドの実例など 
 ・Q&Aセッション 

 11⽉26⽇ 
 (⼟) 
 午前 

 ※3時間程度 

 オンライン  グローバル・コミュニ 
 ケーションへの⼼構えの 
 習得 

 テーマ：「世界で勝つプレゼン・ピッチとは！？ 〜聞く⼈を感動させるプ 
 レゼンのコツ」 
 ・セミナー：オンラインでのグローバル・コミュニケーションのとり⽅ 
 ・Q&Aセッション 

 12⽉11⽇ 
 (⽇) 
 午前 

 ※3時間程度 

 オンライン  投資家の視点の理解  テーマ：「資⾦がないとビジネスは始まらない 〜 投資家を唸らせるビジネ 
 スプレゼンとは！？」 
 ・セミナー：投資家が注⽬する分野・サービスについて / ピッチ・プレゼン 
 テーションのコツ 
 ・Q&Aセッション 

 12⽉24⽇ 
 (⼟) 

 午前〜午後 
 ※3時間程度 

 福岡市内 
 会場 

 ピッチ・フィードバック 
 法務知識の習得 
 交流会 

 テーマ：「ピッチバトル 〜世界の扉を開け！」 
 ・ピッチバトル：海外ピッチイベント(SF Pitch Night)への登壇枠をかけて、 
 英語でのピッチバトルを実施。 
 ・セミナー：起業時に最低限押さえておきたい法務知識を理解する。 
 ・海外研修への準備セッション 



 ・海外研修（サンフランシスコ・シリコンバレーエリアにて実施） 
 海外研修では、サンフランシスコ・シリコンバレーエリアに5⽇間滞在します。 

 イノベーションの発信地とも⾔える現地の刺激を受けて、今後の活⼒とするとともに、同じ志をもった仲間 
 と海外展開へのスキルやマインドを⾼めます。また、研修期間中に本事業の運営会社btraxが、スタートアッ 
 プピッチイベント「SF Pitch Night」の開催を予定しています。 

 海外研修の参加者は、 
 ・現地でのSF Pitch Nightへのピッチ登壇 
 ・グローバルビジネスになりうるサービスアイディアへのフィードバックを得るためのヒアリング 
 の2点を通して、現地で得た新たな気づきをサービスに反映することで、既存のアイディアをグローバルビジ 
 ネスとして展開できるよう、改善を図ります。 

 ※海外研修への参加者10名は、国内研修内で選抜いたします。 

 【選抜ピッチコース】10名を想定 
 2023年 2⽉6⽇(⽉) 
 ※現地集合 

 オリエンテーション、オープニングセミナー、フィールドワーク 

 2023年 2⽉7⽇(⽕)  フィールドワーク、ピッチ最終選考会 
 2023年 2⽉8⽇(⽔)  ワークショップ(ピッチ/デモ) 
 2023年 2⽉9⽇(⽊)  ワークショップ(ピッチ/デモ)、SF Pitch Night 
 2023年 2⽉10⽇(⾦) 
 ※現地解散 

 フィールドワーク、ラップアップ 

 ※⽇時は  太平洋標準時間(PST)です。 
 ※⽇中のプログラム終了後は、滞在期間中に開催されている外部のイベント・ミートアップ等へ各⾃の興味に応じ 
 て任意でご参加いただくことも可能です。 

    グローバルスタートアップ  ピッチイベント「SF Pitch Night 2023」について: 
 国内研修を経て選出される本事業参加者を対象とし、各国有数のスタートアップとのピッチバトルを⾏い 
 ます。 

 サンフランシスコで⾏われるピッチイベントの場で、英語でのピッチとQ&Aセッションを⾏い、アメリカ 
 現地のオーディエンスに向け、ご⾃⾝のサービスやプロダクトのアイディアを積極的にアピールしていた 
 だきます。出場する参加者にとっては、海外進出の⾜がかりとなる⼤きなチャンスとなります。 

 ※プログラム内容は新型コロナウイルスの影響等により変更になる可能性もございます。 

 ４．参加費 
 ・プログラム受講費⽤は全て無料です。 

 ※海外研修の渡航費⽤、現地滞在費⽤は参加者個⼈負担になります。 

 ５．応募期間 
 ・令和4年9⽉16⽇（⾦）〜 10⽉ 14⽇（⾦） 
 ※プログラム参加者発表は10⽉21⽇（⾦）頃を予定 

 ６．応募⽅法 
 ・ 下記の専⽤Webサイトより申し込みのご登録をお願いいたします。 
    https://fukuokastartup.com 

https://fukuokastartup.com/


 ７．選考⽅法 
 ・ 応募者多数の場合は、応募内容に基づき、書類審査による選考を実施いたします。 
 ・ 審査/選考結果は応募時にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。 

 ８．問い合わせ先 
 Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 2022事務局 
 メールアドレス：  contact@fukuokastartup.com 
 電話番号：03-6683-0853 

mailto:contact@fukuokastartup.com
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