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平成 31 年 1 月 23 日 
福岡市政記者各位 

福岡市経済観光文化局創業・大学連携課 

  

創業や新たな事業展開などの「スタートアップ」の支援に先進的に取り組む８自治体で構成される
「スタートアップ都市推進協議会」が、下記のとおり 各地で選抜されたスタートアップと首都圏企
業とのビジネスマッチングを行います。 

取材につきまして、ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

記 

 
１ イベント概要 
 （１）日時：平成 31 年２月４日（月） 13 時 00 分～18 時 00 分 
 （２）場所：fabbit Global Gateway “Otemachi”（東京都千代田区大手町２－６－１―２Ｆ） 
 （３）内容： ・ スタートアップによるピッチ（ショートプレゼンテーション）やブース展示 

  ・ トークセッション 
（詳細は別紙１のとおり） 

   
 
  

前年度のピッチの様子 

選ばれし福岡市の強者３社が、東京にてPR&マッチング！ 
スタートアップ都市推進協議会 

「JAPAN STARTUP SELECTION ~the 5th Anniversary」の開催について 
 

【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 
TEL：092(711)4342 （内線 2526） 
FAX：092(733)5901 

福岡特区プロジェクト T●● 

※福岡経済記者クラブ、協議会構成自治体でも資料配布を行っています。 

News Release 
福岡特区プロジェクト T277 

前年度の出展ブースの様子 



平成 31 年１月 23 日 

報道機関 各位 

スタートアップ都市推進協議会 

会長 福岡市長 髙島 宗一郎 

 

全国の選ばれしスタートアップが集結！ 

スタートアップ都市推進協議会 マッチングイベント 
「JAPAN STARTUP SELECTION ~The 5th Anniversary」 

を開催します！ 
 

創業や新たな事業展開などの「スタートアップ」の支援に先進的に取り組む８自治体で構成される「スタート
アップ都市推進協議会」が、各地の特色あるスタートアップと首都圏企業とのビジネスマッチングを行います。 

 
各都市で選ばれたスタートアップ８社によるピッチ（ショートプレゼンテーション）や、計 24 社によるブース展

示 を通じて、首都圏企業との出会いや新たなビジネスを創出します。 
 
また、会員都市から、４自治体の首長（福岡市長，つくば市長，青森市長，日南市長）によるトークセッション

を開催します。 
 
取材につきまして、ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

記 

  

１ 日時：平成 31 年２月４日（月） 13 時 00 分～18 時 00 分 

 

２ 場所：fabbit Global Gateway "Otemachi"（東京都千代田区大手町２－６－１－２Ｆ） 

 

３ 主催 ：  スタートアップ都市推進協議会 

 

４ 後援 ： 一般社団法人 日本経済団体連合会 

公益社団法人 経済同友会 

          公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会 

 

５ 福岡市から参加するスタートアップ（50 音順） 

   
 
 

 
 

 

６ 参加者募集 

参加申込みにつきましては、下記ＵＲＬからお願いします。 参加費は無料です。 

https://startup-toshi.com/ 

 

７ 開催概要 別紙２のとおり 

【問い合わせ先】 

スタートアップ都市推進協議会 事務局 

（福岡市経済観光文化局創業・大学連携課内） 

担当：富田・菊池 

TEL：092(711)4342 （内線 2526） 

FAX：092(733)5901 

別紙１ 

★株式会社オルターブース 
★NewroCare Institute Japan株式会社 
★メドメイン株式会社 

 ※各スタートアップの事業概要は別紙３のとおり 



スタートアップ都市推進協議会 マッチングイベント 
「JAPAN STARTUP SELECTION ~The 5th Anniversary」概要 

 

１ 日時： 平成 31年２月４日（月） 13時 00分～18時 00分 

      （なお，10時 30分から 11時 10分は，各地の参加スタートアップ向けビジネスセミナーを

クローズドで開催。） 

 

２ 場所： fabbit Global Gateway“Otemachi”（東京都千代田区大手町２－６－１―２Ｆ） 

 

３ 主催： スタートアップ都市推進協議会 

（三重県，広島県，青森市，つくば市，千葉市，浜松市，日南市，福岡市，（２県６市）） 

 

４ 後援： 一般社団法人 日本経済団体連合会 公益社団法人 経済同友会   

公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会 

       

５ 出展企業： 別紙３をご参照ください。 

 

６ 参加費：無料 

  

７ タイムスケジュール 

[イベントスペース] 

12:30  開場 

13:00～ 開会挨拶  

・スタートアップ都市推進協議会 会長 髙島 宗一郎 

 

13:05～ セッション「イノベーションの社会実装」 

モデレーター ・株式会社 ima CEO    三浦  亜美 

・福岡市長       髙島  宗一郎 

 ・つくば市長     五十嵐 立青 

                

14:00～ セミナー「ローカルスタートアップのススメ」 

    モデレーター ・日経 BP 社／日経 BP 総研  

サステナブル経営ラボ所長 伊藤 暢人 

          ・青森市長 小野寺 晃彦 

          ・日南市長 﨑田  恭平 

 

14:50～ Local Innovators Pitch 

（代表スタートアップ８社によるピッチセッション） 

 

18:00  閉会 

 

[ブーススペース] 

13:05～18:00 ブース出展（商談）  

昨年度のピッチの様子 

昨年度のブース出展の様子 

別紙２ 

昨年度のセッションの様子 



崎田 恭平
日南市長

昭和 54 年日南市生まれ、 現在 39 歳。 九州大学工学部
を卒業後、宮崎県庁職員を経て平成 25 年 4 月に九州
最年少で日南市長に就任。 現在 2 期目。 「できない理由
ではなく、 できる方法を考える市役所づくり」 に取り組
み、 民間企業等との積極的な連携やマーケティングの
手法等の行政に導入、 その新しい視点は全国から注目
されている。 「人づくり」 の政策の柱とする 「創客創人」 
をコンセプトに掲げ、地方創生の実現に奔走中。

Profile
1975 年 7 月生まれ。 青森市出身。 総務省地域政策課
理事官等を経て、2016 年 11 月、青森市長に就任。
港町 ・商都としての歴史を踏まえた 「市民一人
ひとりが挑戦する街」 を目指し、 青森駅前に新設し た
「ＡＯＭＯＲＩ ＳＴＡＲＴＵＰ ＣＥＮＴＥＲ」を 拠 点
に、 起業・創業支援のほか、 チャレンジマインドの醸成
に向けた「あおもりスタートアップ支援セミナー
（あお★スタ）」 を毎月開催するなど、地域ベンチャー
支援を強力に牽引。

青森市長

Profile

小野寺 晃彦

登壇者のご紹介

『ローカルスタートアップのススメ』

『イノベーションの社会実装』

トークセッション 1　 13 : 05 ~ 13 : 55

トークセッションの説明
トークセッション１  「イノベーションの社会実装」では、地域課題解決のためにスタートアップの先端技術や
イノベーションを率先して取り入れる社会実験・実証実験を実施するなかで見えてきた成果や今後の方向性等について
ディスカッションします。

スピーカー：高島 宗一郎、五十嵐 立青

筑波大学国際総合学類、ロンドン大学 UCL 公共政策
研究所修士課程、筑波大学大学院人文社会科学研究科
修了、博士（国際政治経済学）。 つくば市議を経て、
2016 年よりつくば市長。いがらしコーチングオフィス
設立、コーチ・エィにおいて自治体向けのリーダーシッ
プ開発プログラム推進に携わる。障害のあるスタッフが
働く「ごきげんファーム」を設立（現在は代表退任）。
第 1 回マニフェスト大賞最優秀成果賞ノミネート、
第 11 回マニフェスト大賞首長部門優秀賞受賞。髙島 宗一郎

福岡市長
スタートアップ都市推進協議会 会長

1974 年 11 月生まれ。 アナウンサー生活を経て 2010 
年に史上最年少の 36 歳で福岡市長に就任。2014 年、
2018 年、いずれも史上最多得票で再選、現在 ３ 期目。
国家戦略特区を活用し、スタートアップビザをはじめと
する規制緩和や制度改革を実現するなど、数々の施策と
ムーブメントで日本のスタートアップシーンを力強く
牽引。また、観光・MICE の振興にも力を注ぎ、2019
ラグビーワールドカップ、2021 年の世界水泳選手権の
開催誘致に成功。

つくば市長

Profile Profile

五十嵐 立青

トークセッション 2　14 : 00 ~ 14 : 50

トークセッションの説明
トークセッション 2 「ローカルスタートアップのススメ」では、スタートアップ企業誘致や起業機運醸成に取り組む中で
盛り上がりを見せる地方スタートアップの動向と「なぜ今地方に目を向けるべきなのか」等についてディスカッションします。

スピーカー：崎田 恭平、小野寺 晃彦

別紙３



出展企業の
ご紹介1

4

「GOKURI」 人工知能が嚥下を測る

PLIMES 株式会社

水中ドローンの開発・提供

株式会社 FullDepth

コワーキング・リモートワークスペース
の共通利用プラットフォームの開発・運営

株式会社 via-at

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

見た目は電球、用途は自在。機能拡張型
IoT デバイス「stak（スタック）」登場！

株式会社Needol

若手芸術家を中心としたオンラインギャ
ラリー事業 「TAMENTAI GALLARY」 運営

山本 功（個人事業主）

教育機関に特化した対話ツール
「Dialogu」は学びを加速します。

ビットリバー株式会社

Coming Soon Coming Soon Coming Soon

建築でのｘR ノウハウを活かした
史跡・文化財活用でVR/ARを提供！

株式会社桑山瓦　ykuw-design

全国の料亭・割烹を FC 化し価値観
をリノベーションする企業

株式会社寿美家和久

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

別紙３



出展企業の
ご紹介２

「健康同源」健康に良い農作物の
生産、加工、販売。

合同会社日南食品

現場密着型 IoT デバイスで明るく楽
しいものづくり！

株式会社 Fiot

地域資源を活用したリサイクル事業
を展開

株式会社田中造園

HD映像で世界をつなぐ。ビデオ会
議ハブVCH1

データバースト株式会社

クラウドネイティブ化を加速させる
サービス「KOSMISH」を提供

株式会社オルターブース

最新の脳神経工学による脳の新たな
産業を開拓する

NewroCare Institute Japan 株式会社

Deep Learning を用いた病理画像診
断支援ソフト「PidPort」の開発

メドメイン株式会社

リノベーション、古物の活用販売、
サブリース、地域ものづくり

paak design 株式会社

いちごを愛した男が初めた農家発の
地域商社

株式会社CdeF

音声認識・AI を用いた早く正しく
効率的な救急医療支援「Smart119」

株式会社 Smart119

介護施設に安全と開放感を提供し、 介護士
の負担軽減を目的とした施設内の IOT 化

株式会社ファンタスティック

全世代に優しい操作で高機能。
医療機関向け予約システムの開発

リザーク

別紙３



趣旨 
起業や新たな事業などの「スタートアップ」は、経済成長を実現し、大きな雇用創出効果をもたらす
とともに，暮らしの中に新たな価値を創造するものであり，日本の再興には不可欠なものである。 
日本再興への期待が高まりつつある今、スタートアップ都市づくりに先進的に取り組む自治体が，
地域の個性を生かしたロールモデルとなり、経済関係団体とも連携し、日本全体をチャレンジが評
価される国に変えていくことをめざすもの。 

設立年月日 
平成25年12月23日 

メンバー
福岡市（会長），広島県（副会長）， 
浜松市（副会長），三重県（監査役） 
青森市（以下会員），つくば市，千葉市， 
日南市  2県6市 （平成31年1月現在） 

事業内容 
（１）推進協議会の開催・事業検討及び国への提言活動

・スタートアップ都市推進協議会の活動方針についての審議、各会員間の情報共有
・日本経済団体連合会など経済団体のアドバイスを得ながら事業を検討
・国家戦略特区制度などの活用や規制緩和、スタートアップ企業への支援などについて、国
に対し提言活動を行う

（２）小中高校生・大学生向けチャレンジマインド醸成教育
・小中高校生・大学生のチャレンジマインドを醸成するため、経済同友会などと連携し、各地
域での教育関係者（教員等）に対し、チャレンジマインド教育の実践例を紹介していくと
ともに、講師となる起業家情報を提供

（３）マッチング事業
・コーディネーターの配置や、マッチング交流会の実施により、各地域のベンチャー企業と大企
業、海外の若手経営者、投資家等とのマッチングを促進する

（４）シンポジウム等広報事業
・シンポジウム等を実施し、スタートアップ都市づくりについて、スタートアップ支援を通じた地方
創生について情報発信を行う

スタートアップ都市推進協議会概要

（平成27年11月12日の様子） 

設立総会の様子 

平成29年度マッチングイベントの様子 
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