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市政記者 各位         2019 年 5 月 21 日 

経済観光文化局創業支援課 

 

Fukuoka Growth Next がいよいよリニューアルオープン！   

施設内覧会・オープニングセレモニーを開催します      
 

 

福岡市の旧大名小学校を活用した官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next（フクオ

カグロースネクスト）」（以下、FGN）は、2019 年 5 月 31 日（金）にリニューアルオープンします。 

スタートアップカフェ及び福岡市雇用労働相談センターも，リニューアル前同様に FGN で運営を再スタ

ートいたします。 

つきましては、別紙のとおり施設内覧会とオープニングセレモニーを開催します。 

ご多忙中とは存じますが、ぜひご取材いただきますようお願い申し上げます。 

 

【リニューアル後のポイント】 

・グローバルアクセラレーターとの連携など，スタートアップの支援施策がさらに充実 

・設備等を充実したチームルームを 23 室，シェアオフィスを 88 席，コワーキングスペースを 100 席整備 

・リニューアル前同様，スタートアップカフェ，福岡市雇用労働相談センターも連携した支援の実施 
 

※支援施策に関する詳細は当日発表いたしますので，ぜひご来場ください。 

 

なお、6 月 1 日（土）～6 日（木）には、FGN のリニ

ューアルオープン及び G20 福岡財務大臣・中央銀

行総裁会議開催に合わせて、「G20week @Fukuoka 

Growth Next」として、フィンテックをテーマにしたセ

ミナーなどのイベントも開催されます。合わせてご

取材賜りますようお願い申し上げます。 

 

施設外観（イメージ） コワーキングスペース（イメージ） 

コワーキングスペース（イメージ） 
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報道関係各位 

2019 年 5 月 21 日 

福岡市スタートアップ支援施設運営委員会 

 

髙島市長、各社代表が登壇いたします！ 

「Fukuoka Growth Next リニューアルオープン」 

施設内覧会 / オープニングセレモニー 取材のご案内 

 

福岡市、福岡地所株式会社（以下、福岡地所）、さくらインターネット株式会社（以下、さくらインターネット）、GMO

インターネットグループの GMO ペパボ株式会社（以下、GMO ペパボ）は、福岡市の旧大名小学校を活用した官民

共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next（フクオカグロースネクスト）」（以下、FGN）を、2019 年 5 月 31

日（金）にリニューアルオープンいたします。つきましては、今後の新しい支援施策やプログラムなどをご紹介するオ

ープニングセレモニーを開催いたします。 

 

また、本セレモニー前 12:00～13:00の間にて、報道関係の方々を対象として、施設内部の内覧会を実施いたしま

す。施設各所を撮影できる機会となりますので、ぜひご参加くださいませ。 

 

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご臨席賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

●主催         福岡市スタートアップ支援施設運営委員会 

●日時        2019 年 5 月 31 日（金） 施設内覧会 12:00～13:00 オープニングセレモニー13:30～14:00 

※施設内覧会の報道関係受付は 11:30～11:50 の間、FGN 正面入り口にて行います。 

※オープニングセレモニーの報道関係受付は 13:00～13:20 の間、FGN 正面入り口にて行います。 

●会場         FGN 1F メインイベントスペース （福岡市中央区大名 2 丁目 6−11） 
 

 

◯登壇者     ・福岡市長 髙島 宗一郎 

・福岡地所株式会社 代表取締役社長 榎本 一郎 

・さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕 

・GMO ペパボ株式会社 代表取締役社長 佐藤 健太郎 

・株式会社 ABBALab 代表取締役 ／ さくらインターネット株式会社 フェロー 小笠原 治 

 

◯内容      ・福岡市長挨拶 

  ・FGN リニューアルの説明 

・支援施策および実施プログラムの説明 

    ・フォトセッション 

※出演者及び内容に関して変更が加わる可能性がございます。予めご了承ください。 
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■登壇者プロフィール                                                                

 

・福岡市長 髙島 宗一郎 

1974 年 11 月 1 日生。1997 年 KBC 九州朝日放送に入社。アナウンサーとして朝の情報番組などを担当。2010 年 12 月

に福岡市長就任。2014年，2018年にいずれも史上最多得票を獲得し再選。都市経営の基本戦略「都市の成長と生活の

質の向上の好循環の創出」に沿った様々な施策を展開。観光客数や企業立地数、市税収入が増え、住みやすさに対す

る市民評価、市政への信頼度も向上し、世界で最も住みやすい都市ランキングでベストテンに選ばれた。特に創業支援

に注力し，2014年 3 月には国家戦略特区を獲得し，規制改革等による新しい価値を生み出す環境づくりに精力的に取り

組む。 

 

・福岡地所株式会社 代表取締役社長 榎本 一郎 

1997 年、日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。2001 年同行退職後、米国ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院にて

MBA 取得。2003 年、福岡地所入社。同年に福岡リアルティ入社、キャナルシティ博多をフラッグシップとする地域特化型

J-REIT、福岡リート投資法人を設立、上場を果たした。2011 年福岡地所常務取締役、2014 年代表取締役専務を経て、

2015 年代表取締役社長に就任（現任）。現在は、福岡市中心部の連鎖的再開発プロジェクト「天神ビッグバン」の第 1 号

案件である天神ビジネスセンターに着手している。2017 年 2 月から福岡市スタートアップ支援施設運営委員会会長に就

任。福岡市出身。東京大学法学部卒業。 

 

・さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中 邦裕 

1978 年、大阪府生まれ。1996 年に国立舞鶴工業高等専門学校在学中にさくらインターネットを創業。当時国内ではまだ

珍しかった共有ホスティングサービス（さくらウェブ）を開始。高専卒業後に有限会社インフォレストを設立し事業を継承、

代表取締役へ就任。1999 年にはさくらインターネット株式会社を設立し、月額 129 円から始められる低価格レンタルサー

バ「さくらのレンタルサーバ」の開発に自ら関わる。その後、最高執行責任者などを歴任し、2008 年より現職。インターネ

ット業界発展のため、各種団体に理事や委員として多数参画。 

 

・GMO ペパボ株式会社 代表取締役社長 佐藤 健太郎 

大学在学中の 2003 年に有限会社 paperboy&co.（現 GMO ペパボ株式会社）の立ち上げに創業メンバーとして参画。カス

タマーサポートやマーケティングの責任者としてレンタルサーバー「ロリポップ！」やドメイン取得サービス「ムームードメイ

ン」などのインターネットインフラサービスを国内有数の事業に成長させる。2008 年に上場準備責任者として JASDAQ に

上場を果たし、2009 年代表取締役社長就任。2018 年に設立した情報セキュリティ関連事業を行う GMO ペパボガーディ

アン株式会社の代表取締役社長も兼任。現在は、「もっとおもしろくできる」という企業理念を掲げ、「インターネットで可

能性をつなげる、ひろげる」というミッションのもと、国内最大のハンドメイドマーケット「minne」やオリジナルグッズ作成・

販売サービス「SUZURI」など、個人から法人まで幅広い層に向け、自己表現を支えるインターネットインフラを提供してい

る。 

 

・株式会社 ABBALab 代表取締役 ／ さくらインターネット株式会社 フェロー 小笠原 治 

1971 年京都市生まれ。さくらインターネット株式会社の共同ファウンダーを経て、ネット系事業会社の代表を歴任。2011

年、株式会社 nomad を設立しスタートアップ支援事業を軸に活動。2013 年、株式会社 ABBALab として IoT スタートアッ

プのプロトタイピングに特化した投資事業を開始。同年、DMM.make のプロデューサーとして DMM.make 3D プリントを立

上げ、2014 年には DMM.make AKIBA を設立。2015 年からエヴェンジェリスト。同年、さくらインターネットにフェローとして

復帰。2017 年より、京都造形芸術大学教授に就任。同年、社会実装を目的とした研究開発組織 mercari R4D のシニア・

フェローに就任。他、経済産業省 IoT 推進ラボ 審査委員、データポータビリティに関する検討会 委員、福岡市スタート

アップ・サポーターズ理事等。 
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ＦＡＸ: 092-510-0871 

※ご出席につきましては、こちらの FAX 返信用紙に必要事項ご記入いただくか、 

またはメール（返信先：contact@growth-next.com）にて、 

  5 月 30 日（木）15:00 までにご返信いただきますようお願い申し上げます。 
 

■開催日   ：2019 年 5 月 31 日（金） 

■開催時間 ：施設内覧会           12:00～13:00 （受付 11:30～11:50） 

オープニングセレモニー 13:30～14:00 （受付 13:00～13:20） 

（各受付場所 FGN 正面入り口）   

■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） 

■アクセス  ：地下鉄天神駅 6 番出口より徒歩 7 分 

西鉄福岡(天神駅)より徒歩 7 分 

地下鉄赤坂駅 5 番出口より徒歩 7 分 

■貴社名：     ■媒体名：            

■ご芳名：             (ご出席予定人数 人)      

■ご連絡先 TEL：     （携帯                ）      

■E-MAIL：                   

■撮影： □スチール    □ムービー（ENG・ハンディ）    □ペン・ご出席のみ        

※当日は会場の都合上、十分な取材スペースを確保出来ない可能性があることをご了承ください。 

※先着の受付となります。またカメラ台の準備ができない可能性がございますのでご留意ください。 

 

 

Fukuoka Growth Next リニューアルオープン ご案内 

施設内覧会           12:00～13:00  □ご出席 □ご欠席 

オープニングセレモニー 13:30～14:00  □ご出席 □ご欠席 

Fukuoka Growth Next リニューアルオープン 施設内覧会 / オープニングセレモニー 

FAX 返信用紙 

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 

本イベント・事業について 

Fukuoka Growth Next 広報担当 池田／油井（ゆい）／伊早坂（いはやさか） 

Tel：050-1746-0531 FAX：092-510-0871 Mail：contact@growth-next.com 

 

市のスタートアップ施策について 

福岡市経済観光文化局創業支援課 田中 

Tel：092-711-4342（内線 2526） FAX：092-733-5901 
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