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平成 30年 11月 21日 
経済観光文化局創業・大学連携課 

福岡市政記者 各位 
    

 
スタートアップ企業や地場企業，ベンチャーキャピタル等が一堂に会し，繋がることで新たなビジ

ネスチャンスを生むマッチングイベント「フクオカ・スタートアップ・セレクション 2018」を開催します。 
今年度は「Co-Innovation」をテーマに，共創による新たなビジネスの創出を促すコンテンツを

用意しています。 
つきましては，事前告知及び当日の取材についてご協力いただきますよう，どうぞよろしくお願い

いたします。 
 
１ 名 称：フクオカ・スタートアップ・セレクション 2018 
２ 日 時：平成 30年 11月 29日（木），30日（金） 

13:30～18:00（イベント終了後，ビジネス交流会を開催） 

３ 会 場：Fukuoka Growth Nextイベントスペース等 
4 主 催：福岡市，福岡スタートアップ・サポーターズ協議会，Fukuoka Growth Next 
 
星野 達也氏 「オープン・イノベーションの教科書」の著者が福岡で初講演!!  
星野氏自身のご経験や，著書「オープン・イノベーションの教科書」の内容

をベースとしながら，スタートアップ企業，大企業，中小企業の共創が生む価
値や，どのような姿勢や考えで取り組むことが重要かなどを講演いただきます。
新事業の立ち上げや既存ビジネスの成長にチャレンジする全ての企業の方々に
とって参考になる講演をご期待ください。 
 
  ビジネスセミナーやスタートアップ企業のピッチ（ショートプレゼン），ファッションをテーマ
としたアイディアソン，展示ブース，ビジネス交流会などのプログラムを予定（詳しくは次頁参
照）。 

  

ホームページ フクオカ セレクション で a検索 a 

URL http://fukuoka-startup-selection.jpへアクセス 
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【本リリースに関する問い合わせ先】 
福岡市経済観光文化局創業・大学連携課  担当：富田，菊池 
T e l：092-711-4342（内線 2526）FAX：092-733-5901 

 イベント概要 

特 別 講 演 

主なプログラム 

参加お申し込み方法 



主催

共催

後援

福岡市 / 福岡スタートアップ・サポーターズ協議会 / Fukuoka Growth Next 

福岡商工会議所 / 福岡地域戦略推進協議会

九州経済産業局 / 福岡県 / 独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部 / 株式会社日本政策金融公庫 / 福岡県信用保証協会 / 福岡県中小企業団体中央会 / 
福岡経済同友会 / 福岡県経営者協会 / 福岡県ベンチャービジネス支援協議会 / 証券会員制法人福岡証券取引所 / 公益社団法人福岡貿易会 / 一般社団法人日本経済団体連合会 / 
一般社団法人九州経済連合会 / 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 / 一般社団法人九州ニュービジネス協議会 / 一般社団法人地域企業連合会九州連携機構 / 
一般社団法人福岡県中小企業家同友会 /一般社団法人福岡中小企業経営者協会 / 福岡市機械金属工業会

[お問い合わせ先 -運営事務局 ] 株式会社エフ・ジェイ エンターテインメントワークス内 : info@fukuoka-startup-selection.jp （担当 :山本）

スタートアップ企業や地場企業、ベンチャーキャピタルなどが
一堂に会し、繋がることで新たなビジネスチャンスを生む
マッチングイベント「FU KUOKA  S TA RTUP  S ELEC T ION」

CO-INNOVATION

2018.11.29 THU.  30FRI. Fukuoka Growth Next 1F

（受付開始 13:00）13:30 - 18:00
ネットワーキング 29日 30日 18:00 - [会費 ] 2,000円 /飲食付き [会費 ] 実費  [場所 ] awabar fukuoka18:00 - 19:30



1Fの廊下に展示ブース、会議室には商談ブースを設置しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。

11.29 THU

開場・受付
13:00

13:30 - 13:45 

開式挨拶

15:00 - 15:45

スタートアップだからこそ、知っておきたい知財戦略

18:00 - 19:30

ネットワーキング
参加企業のコラボレーションを高めるネットワーキングを実施します。希望者は
誰でも参加可能です。

会費：2,000円（希望者のみ、受付にて当日支払い）

Fukuoka Growth Nextイベントスペース Startup Cafe イベントスペース

13:45 - 14:45

オープン・イノベーションの考え方と実践

星野 達也 氏
ノーリツプレシジョン株式会社 代表取締役社長

特別講演

ビジネスセミナー

交流会

17:00 - 17:30

ファッションアイデアソン発表会

発表会

16:45 - 17:45

創業者応援団フォーラム2018

久我 一総 氏  AUTHENTIC JAPAN株式会社 代表取締役
島井 尚輝 氏  株式会社 Pear 代表取締役CEO

本田 哲教 氏  株式会社イーグルツリー 代表取締役
河野 敬文 氏  ヨクト株式会社 代表取締役
任 順利 氏  株式会社ポイントイェス 代表取締役

事業紹介

福岡市ステップアップ助成事業受賞者によるプレゼンテーション及び表彰式を
実施します。

星野氏自身のご経験や、著書「オープン・イノベーションの教科書」の内容を
ベースとしながら、スタートアップ、大企業、中小企業の共創が生む価値や、
どのような姿勢や考え方で取り組むことが重要かなどを講演いただきます。
新事業の立ち上げや既存ビジネスの成長にチャレンジする全ての企業の方々
にとって参考になる講演をご期待ください。

14:00 - 14:45

ファッションアイデアソン 基調講演

セミナー

「Co-Innovation」によりファッションカルチャーにはどんな可能性があるのか、アプリ
とWebで体験できるハンドメイドマーケットの「minne」と、アパレルショップや飲食
店などが垣根を越えて参加する「フクオカTシャツマーケット」を事例に考えます。

スタートアップ企業と知財をマッチング。先行する企業の成功談や失敗談から、
知財戦略がいかにスタートアップにとって重要か、また知財へのアプローチ方法
を知ることができます。

15:00 - 17:00

ファシリテーター金内  透氏、和子氏のもと、当日出会った参加者同士がテーマ
を元に価値観を共有、議論を交わしてアイデア「ファッション×◯◯◯ (自分の
業界、テクノロジー、組み合わせたいこと）」を生み出していきます。アイデアの
発想法を学ぶと共に、地場企業とスタートアップ企業の共創によって生まれた
アイデアが、新規事業や製品として新たなビジネスチャンスを生み出すきっか
けの場を提供します。

※参加は事前公募となります。
※参加費は無料です。

福岡発ファッションカルチャーの未来

ファッションアイデアソン

コラボで考える未来のファッション

16:00 - 16:30

Fukuoka Growth Next リニューアルオープン
記者発表会

金内 透 氏 
合同会社CGFM ファシリテーター /フロントエンドエンジニア

金内 和子 氏 
合同会社CGFM デザイナー

阿部 雅幸 氏 
GMOペパボ株式会社 minne事業部 部長

秦 寛史 氏 
カラーフィールド 代表、香蘭女子短期大学・日本経済大学 非常勤講師

岡田 久 氏  株式会社 kyulux CTO兼知財部 部長
貝沼 憲司 氏  経済産業省特許庁
ガチ 鈴木 氏  週刊アスキー編集部



※プログラム内容及び時間については、やむを得ず変更する場合がございます。予めご了承ください。
　なお、最新のプログラム内容については、Webサイトでご確認ください。

11.30FRI

開場・受付
13:00

Fukuoka Growth Nextイベントスペース Startup Cafe イベントスペース

18:00 - 19:30

ネットワーキング @awabar fukuoka

交流会

14:30 - 14:45 

事業拡大や新事業参入の手段「事業承継 (M&A)」

ビジネスセミナー

後継者不在等で廃業する企業の優れた経営資源を、あなたの会社やあなた自身
が引継ぐことで、あなたの会社は大きくステップアップできるかもしれません。
事業拡大や新事業参入を考えるときにその一つの手段となる、「事業承継
（M&A）」について解説します。

14:30 - 15:30 事例紹介

14:45 - 15:30 

福岡で生まれたオープンイノベーションの成果

パネルディスカッション

TOPPAN OPEN INNOVATION「co-necto2017」を事例として、凸版印刷と福岡
のスタートアップが生み出した新たな事業について、具体的な取り組みや両者の
やりとりについて紐解いていきます。

～ TOPPAN OPEN INNOVATION「co-necto」を事例として～

高 博昭 氏 
凸版印刷株式会社九州事業部 販促開発部
ビジネスイノベーションチーム 部長

トム・ブルック 氏
株式会社Qurate 代表取締役

吉川 裕樹 氏　
株式会社ヤマップ 
営業 / 企画マネージャー

岸原 稔泰 氏　
一般社団法人 StartupGoGo 代表理事

15:45 - 16:30

福岡市 IoTコンソーシアムにおける、企業やVC等との
マッチングへ向けた取組みのご紹介

事業紹介

小嶌 公一 氏　(公財 ) 九州先端科学技術研究所 イノベーションアーキテクト

(公財 )九州先端科学技術研究所が福岡市等とともに取り組んでいる「福岡市
IoTコンソーシアム」では、福岡市の IoTの推進を図りながら、IoTに関する企業
とVC等とのマッチングを支援しています。当日はマッチングを希望する企業の
商品や取り組みもご紹介します。

16:45 - 18:00 ピッチイベント

スタートアップ都市推進協議会に加盟する福岡市では、スタートアップ企業と
地場企業のマッチングを目的としたピッチイベントを開催します。なお、本ピッチ
イベントは、後日東京で開催される首都圏大手企業や投資家等とのマッチング
イベント「JAPAN STARTUP SELECTION -the 5th Anniversary」（仮）に参
加する福岡市代表３社の選考を兼ねています。

Growth Pitch presents
JAPAN STARTUP SELECTION 福岡市大会

実証実験フルサポート事業の採択事業者（株式会社ワーコン）が、実証実験で判明
した課題を大企業と協業することで解決し、新商品・サービスの開発に繋げた事例
や、Fukuoka AI Communityから生まれた、GovTechの実証実験「AIチャットボット
を活用した粗大ごみ収集受付」を紹介します。

実証実験フルサポート事業 / Fukuoka AI Community

「実証実験成果報告」

13:30 - 14:15 ビジネスセミナー

シャープはスタートアップから熱量を受け取りつつ、スタートアップへはモノづくり
ノウハウを生かした支援を行うことで、共に成長し、イノベーションを生み出してい
きます。その内容についてご紹介します。

シャープのオープンインキュベーション
～スタートアップと共に生み出す成長とイノベーション～

金丸 和生 氏
シャープ株式会社 研究開発事業本部オープンイノベーションセンター 所長

井筒 絵美 氏  福岡商工会議所 実証実験フルサポート事業
青木 比登美 氏   株式会社ワーコン 代表取締役

Fukuoka AI Community
南方 尚喜 氏　LINE Fukuoka株式会社 経営企画チーム チーム長　
中嶋 一樹 氏　LINE株式会社 GovTech TF TF長

15:45 - 16:15 パネルディスカッション

続々成功事例が出ているスタートアップと行政のタイアップ。ちょっとハードルが
高く見えますが、スタートアップ単独でできないことができたり、公共的な取組
みの中で、スタートアップにノウハウがたまり、成長にもつながります。
行政への提案方法や進め方など、達人に秘訣をお話しいただきます。

Presented by Fukuoka Smart East
達人が語る！“行政との仕事づくり”

上野 崇 氏　富士ゼロックス株式会社
東 博暢 氏　株式会社日本総合研究所
平山 雄太 氏　福岡地域戦略推進協議会

16:30 - 17:30

福岡県警が公開しているオープンデータを機械学習で分析して事故発生パターン
を明らかにするといった交通事故対策を紹介します。また、気象庁の気象ビッグ
データと IoT・AIなどの先端技術と組み合わせた特徴的なビジネス活用事例、
そして、福岡市が公開するオープンデータの活用事例などを紹介します。

Fukuoka AI Community第9弾イベント～ BigData～

東 富彦 氏　(公財 ) 九州先端科学技術研究所 イノベーションアーキテクト
山口 健司 氏　気象庁福岡管区気象台 情報利用推進官
植村 昌代 氏　福岡市総務企画局 ICT戦略課長



参加企業によるネットワーキングを実施します。

イベント終了後には参加企業のコラボレーションを高める
ネットワーキングを実施します。希望者は誰でも参加
可能ですので、良い関係づくりの機会にぜひ、ご利用
ください。

会場           Fukuoka Growth Nextイベントスペース 
時間・会費  18:00 - 19:30 / 2,000円 (希望者のみ、受付にて当日支払い )

会場          awabar fukuoka
時間・会費  18:00 - / 実費 (希望者のみ )

29日

30日

展示ブース 企業一覧

株式会社炭化
青果物鮮度保持で世界の食品ロスを低減。
SDG'S廃棄物の削減で世界に貢献。

株式会社ワーコン
看護師や医師が高齢者の方々を24時間見
守るAI＆IoT活用サービス（ウォッチコンシェ
ルジュ）を提供。

株式会社ホープイングリッシュ
学習効率や記憶の保持率を高める事に
特化したe-ラーニング英語動画教材の開発
及び販売。

株式会社オルターブース
クラウドの導入・開発・コンサルティングを
提供しております。

株式会社デジリード
チャットボット簡単構築プラットフォーム
「O-chat」を中心として、UXを軸にアプリを
活用した事業開発・改善を支援。

公益財団法人 九州先端科学技術研究所
オリジナリティの高い研究成果と多様な組
織・個人との共創により新たな価値を創造
し、持続可能な社会の実現を目指します。

株式会社BLUE STYLE

「着なくなったあの服」を「着てみたい服に
替える」子供服の物々交換 Lynks。1980円
で20着まで選びたい放題！

合同会社ネクストステップ
アイドル支援総合プラットフォーム「Senly」
の企画・開発・運営を行っています。

株式会社イーグルツリー 

ヘルスケアとIoTデバイスを利用したパーソナ
ライズサービス /ウェブアプリ等を開発。

福岡商工会議所
地域経済の振興と魅力ある福岡の創造に
向け、商工業者を中心に構成される経済団体。

Kids Code Club

ブロックチェーン技術を用いて学びを報酬に
変えるSTEAM学習プラットフォームの開発。

作家さんと声優さんの活躍できる場を提供
するボイスブック配信プラットフォームを運営。

株式会社Lyact

Fukuoka Smart East

スタートアップの仲間がチャレンジするまち
づくり、それが Fukuoka Smart Eastです。
みんなの参加お待ちしています！

株式会社diffeasy

わたしたちは「世界中の“むずかしい”を
簡単に」を経営理念に、様々な分野で挑戦
をし続ける企業です。

オングリット株式会社
インフラの構造物（主に橋梁）の点検を行っ
ています。また、点検の現場に関する道具の
開発も行っています。

FLOOR MAP

awabar fukuoka

Startup Cafe
イベントスペース

事務局室ハニー珈琲

商談ブーススペース展示ブーススペース
Fukuoka Growth Next

イベントスペース

ENT

GOODAY FAB DAIMYO
minneのアトリエ

CO-INNOVATION
今年のテーマは「Co- Innovation」。スタートアップ企業が持つ ICTや IoTなどのテクノロジーと、

地場企業が持つサービスとがコラボレーション（共創）することで、
新たな事業やサービス、価値が生まれ、企業の生産性が向上される。違う立場や違う視点の企業・キーパーソンが集まり、

それぞれの多様性や強みをボーダレスに掛け合わせることでこのイノベーションは生まれます。
そんな「Co- Innovation」が生まれるきっかけの場を提供します。

13:00から17:00の間、1Fの廊下に展示ブース、会議室には商談ブースを設置しておりますのでお気軽にお立ち寄りください。
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