
福岡市は福岡市を拠点とするの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。
昨年は本事業の参加者が現地のピッチイベント『Asian Night』で準優勝、実際に起業し、さらには資金調

達に成功にするなど、数々の成果を遂げています。本事業の開催が4回目となる今年度は、国内研修中に行う
デザイン思考ワークショップ、ピッチイベントでのピッチ登壇、そして海外研修で行うサンフランシスコ・シ
リコンバレーでのスタートアップ訪問「スタートアップ・オープンハウス」やピッチイベント「Asian 
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。
この度、下記のとおり、参加者募集（９月１３日〜１０月１８日）を開始及び第1回事業説明会を開催（９

月１８日）しますので、周知のほどよろしくお願いいたします。

令和元年９月13日
福岡特区プロジェクトＴ292

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

訪米研修プログラム

参加者募集
（１）募集期間

令和元年９月13日（金）〜10月18日（金）
（２）申込方法

専用サイト（http://fukuokastartup.com）から申込
※同サイトにて，昨年度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
※海外研修時には通訳がおりますので、英語が得意でない方も参加可能です。
※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。

第1回事業説明会
（１）開催日時

令和元年９月18日（水）19：00〜20：00
（２）開催場所

福岡市スタートアップカフェ（福岡市中央区大名二丁目６番１１号）

（３）内容
本事業内容説明や質疑応答、過去の研修生登壇、個別相談・
お申込み（希望者）等
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【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 電話番号：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、野口 092-711-4706 （内線1218）

昨年度参加者の様子

説明会の様子

※詳細は別紙募集要項のとおり

※詳細は別紙事業説明会のとおり

市政記者各位



 

 
 

 
 

令和元年 9 月 13 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』 

事業説明会について 
 

本事業の説明会を下記のとおり開催いたします。 
事業説明会では、プログラムの概要説明や個別相談・申し込み手続き、そして過去のプロ
グラム参加者に体験談を語って頂く予定です。説明会は参加無料となりますので、どうぞ
お気軽にご参加ください。 
事業説明会は公募期間中に 3 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。各説明会に関する情報は今後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。 

記 

【第１回 事業説明会 概要】 
日時 令和元年９月１８日（水）19:00 ～ 20:00 

場所 
福岡市スタートアップカフェ 
福岡市中央区大名二丁目 6番 11号 

内容 
・プログラムの概要説明・質疑応答 
・過去年度参加者の体験談   
・個別相談/申し込み など 

 
【第２回 事業説明会 概要】 
日時 令和元年１０月２日（水）19:00 ～ 20:00 

場所 
WeWork ゲイツ福岡 
福岡市博多区中洲３丁目−７−２４ 11階 

内容 
・プログラムの概要説明・質疑応答 
・過去年度参加者の体験談   
・個別相談/申し込み など 
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【第３回 事業説明会 概要】 
日時 令和元年１０月９日（水）19:00 ～ 20:00 

場所 
福岡市スタートアップカフェ 
福岡市中央区大名二丁目 6番 11号 

内容 
・プログラムの概要説明・質疑応答 
・過去年度参加者の体験談   
・個別相談/申し込み など 

 
 
 
【全説明会共通】 

備考 

・申込不要、入場無料 
・本プログラムのエントリーに際して、この事前説明会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
い合わせ先にメールまでお問い合わせください。 

 
【問い合わせ先】 
『Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA』事務局 

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



Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA  募集要項 
 
１．目的及び概要 
市内スタートアップの成長やビジネス実現、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海外での研修・交流プログラムや、これに併せた国内研修，事後報告会などを実施します。 
 
２．主な対象者  ※業種は分野を問わず募集いたします。 

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 
 
※海外研修時には通訳がおりますので、英語が得意でない方も参加可能です。 
※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。 
※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、事務局で所属   
コースを選定いたします。ご希望とは異なったコースをご案内する場合もございますので、予めご了承ください。 

 
３．プログラム種別 
Aプログラム 
「国内研修+海外研修」の受講 (最大 100 名) 
国内研修を経て、実際にサンフランシスコ・シリコンバレーで企業訪問やピッチを体験したい方を対象とします。応募時に、一般
視察コースと選抜ピッチコースのどちらをご希望されるか、ご意向をお知らせください。 
 ■一般視察コース     (定員 90名) 
 ■選抜ピッチコース (定員 10名) 
 
 Bプログラム 
「国内研修」の受講 (最大 100 名)  
海外研修に参加することはできないが、将来的に起業又は海外展開を検討している方を対象とします。 
 
※A プログラムの選抜ピッチコースをご希望の方へ 
選抜ピッチコースへの参加は選抜で決まります。国内研修にてビジネスアイデアを提出頂き、選抜の結果基準に満たさない場
合は一般視察コースへのご参加となります。 
 
４．プログラム構成・スケジュール（予定） 
・ 国内研修 Part1（計 5 回実施，開催場所: 福岡市役所 15 階講堂等（福岡市中央区天神一丁目 8 番 1 号）） 

令和元年 11月 3日(日)  14時 〜 17時 
※調整中 

基調セミナー 
テーマ「シリコンバレーで今何が起こっているか？」 
オープニング、基調セミナー、ネットワーキングを実施 

令和元年 11月 10日(日)  14時 〜 17時 
福岡市役所 15階講堂 

ワークショップ 
テーマ:「ビジネスアイデアを人にどう伝えるか？<デザインシンキング
基礎>」 
デザイン思考ワークショップを通して、グローバルサービスデザインの
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考え方を習得 

令和元年 11月 17日(日) 14時 〜 17時 
※調整中 

ワークショップ 
テーマ：「ビジネスアイデアを一枚のビジュアルに！<デザインシンキ
ング応用>」 
デザイン思考ワークショップを通して、バリュープロポジション、ラピッド
プロトタイピング、エレベータピッチの基礎、そしてピッチに対するフィー
ドバックの出し方を習得 

令和元年 11月 23日(土) 14時 〜 17時 
福岡市役所 15階講堂 

セミナー 
ビジネスにおける英語でのコミュニケーションのとり方などを習得 

令和元年 12月 14日(土) 14時 〜 17時 
福岡市役所 15階講堂 

選抜ピッチ選考会/海外研修準備 
ピッチ選考会の開催、海外研修への準備セッションを実施 

 

・ 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・シリコンバレーに訪問し、イノベーションの本場から刺激を受けて、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。期間中には本事業が主催するサンフランシスコのスタート
アップを訪問する「SF スタートアップ・オープンハウス」、スタートアップピッチイベント「Asian Night」への参加を予定しています。 
 また、参加者の中から、Asian Night に登壇し現地でピッチを行う方を選抜する「選抜ピッチコース」を設けます。グローバル

ビジネスになり得るサービスアイディアを持つ参加者を中心に選抜し、SF で海外のユーザーにヒアリングを行ったり、現地で得た

新しい気付きをサービスに反映することで、グローバルビジネスとして改善を図ります。（国内研修を通して選抜を行います。） 

 
 【一般視察コース】90名を想定 
令和 2年 1 月 27 日(月)  

正午現地着 

オープニングセミナー、ウェルカムパーティ 

令和 2年 1 月 28 日(火)   SF スタートアップ・オープンハウス(サンフランシスコ企業・施設訪問)、現地イ

ベント参加(オプション) 

令和 2年 1 月 29 日(水)   シリコンバレー企業・施設訪問、現地イベント参加(オプション) 

令和 2年 1 月 30 日(木)   最先端サービス体験(サンフランシスコ市内)、アジアンナイト(観客参加) 

令和 2年 1 月 31 日(金)   セミナー、最先端サービス体験、クロージングパーティ 

令和 2年 2 月 1 日(土)  

午前現地発 

帰国 

   

  【選抜ピッチコース】10 名を想定 

令和 2年 1 月 27 日(月)  

正午現地着 

オープニングセミナー、ウェルカムパーティー 

令和 2年 1 月 28 日(火)   SF スタートアップ・オープンハウス(サンフランシスコ企業・施設訪問)、ワーク

ショップ、ユーザーリサーチ・街頭インタビュー、現地イベント参加(オプション) 

令和 2年 1 月 29 日(水)   ピッチワークショップ 

令和 2年 1 月 30 日(木)   ピッチ練習、アジアンナイト(ピッチ登壇) 

令和 2年 1 月 31 日(金)   セミナー、最先端サービス体験(サンフランシスコ市内)、クロージングパーテ

ィ 

令和 2年 2 月 1 日(土)  

午前現地発 

帰国 

 ※日時は太平洋標準時間(PST)になります。 
  



 SF スタートアップ・オープンハウス： 

  イノベーションの中心地であるサンフランシスコ市内のスタートアップ企業にオフィスを開放してもらい、本事業参加者が訪問

できる場を提供いたします。参加者の皆様は 4名 1組でチームを組み、訪問を希望するスタートアップのオフィスを選択し、

自由に訪れることができます。移動手段には、Uberや Lyftなどのサービスを活用してもらうことで、サンフランシスコの街とス

タータップを肌で体感して頂きたいと思います。 

 

 Asian Night： 

 国内研修を経て選出される本事業参加者を対象とし、アジア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

ランシスコで英語によるピッチと Q&A セッションを行い、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アを

積極的にアピールして頂きます。 

 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。なお、ピッチを行なわない参加者もオーデ

ィエンスとして世界規模のスタートアップピッチを体感することができるため、現地の方々とのネットワークを構築して頂けます。 

 
 
 
・ 国内研修 Part2（開催場所: 調整中） 
令和 2年 2月 15日(土) ・法務知識セミナー/パネルディスカッション 

・起業のための資金調達セミナー/パネルディスカッション 
令和 2年 2月 22日(土) プログラム全体を通しての振り返りワークショップ、参加者代表による座談会、参

加者同士の交流会 
 
・ 市民報告会（開催場所: 福岡市役所１５階講堂） 
令和 2年 2月末 (調整中) 
 

参加者座談会、国内・海外研修の活動報告や選抜者によるピッチ発表など 

 
※プログラムの内容は変更になる可能性がございます。 

 
４．参加費 
・プログラム受講費用は全て無料です。 
・海外研修では旅行会社のパッケージツアーをご用意しております。価格は 208,000円（渡航費及び宿泊費含）を予定 
しています。 

 ※パッケージツアーの渡航費における燃油サーチャージ費用は含まれておりません。 
 ※各自で手配することも可能です。但し現地での参加時間・場所は厳守していただきます。 
 
５．応募期間 
令和元年９月 1３日（金）〜 １０月 １８日（金） 
※プログラム参加者発表は 10月下旬を予定 

 
６．応募方法 
・ 下記の専用Web サイトからの申し込み登録をお願いします。 
 http://fukuokastartup.com   

 

http://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・選考結果はご登録いただいたメールアドレス宛てにご連絡させていただきます。 

 
８．問い合わせ先 

Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 事務局 
メールアドレス：contact@fukuokastartup.com 
電話番号：03-6683-0853  FAX番号：092-733-5582 



 
 
 
 

btrax（ビートラックス）会社概要 
 
■会社概要 
btrax, Inc.は 2004年の設立以来、サンフランシスコと東京に拠点に置くデザイン会社として、イノベーション
デザインサービスを提供してきました。新たなユーザー体験を生み出すことで新規事業の創出に貢献しています。
これまでに国内外合わせて 300社以上の実績があり、自動車、メーカー、小売、食品、テクノロジーなど幅広い
分野においてサービスを提供しています。また、2013年には、日本企業の米国市場へのエントリー、及び海外企
業の日本市場への進出の支援を強化するべく、ビートラックスジャパン合同会社を設立しております。（今回の契
約相手方はビートラックスジャパン合同会社です。）サンフランシスコ・シリコンバレーエリアのスタートアップ
企業との結びつきも強く、数多くのイベントを通じて日本の起業家の育成や企業のグローバル進出の支援も行なっ
ています。なお、本年は福岡にも拠点を設けており、今後はさらに福岡のスタートアップのグローバル展開に積極
的に取り組んでまいります。 
 
■サービス内容 
世界の市場をターゲットに下記 3つのサービスを展開しています。 
Products and Service Development 
-アメリカ西海岸で新しいビジネスの可能性を模索し、プロダクトやサービスの開発を提供 
Brand Development and Growth Strategy 
-既存のブランドを世界で通用するブランドに成長させ、米国でのブランド構築及びユーザー獲得を行う 
Innovation Workshops in San Francisco 
-チーム全体でグローバルイノベーションの創出プロセスを習得するファシリテーション型ワークショップ 
 
■福岡市スタートアップカフェとサンフランシスコ創業拠点 D.Haus の連携 
2015年の 9月に btrax, Inc.と福岡地域戦略推進協議会（FDC）の間でパートナーシップ協定が締結されたこと
から、2016年 6月より福岡市のスタートアップ拠点であるスタートアップカフェと D.Hausとの間で連携を開始
しました。 
【連携メニュー ※相互に同様のサービスを提供】  
   ・ サンフランシスコに関する情報提供，起業相談，企業紹介 
   ・ サンフランシスコで開催するオンラインセミナー・相談会への参加 
   ・ 市内スタートアップ企業の製品やサービスのサンフランシスコでの展示 など 
 
■CEO Brandon K. Hill について 
btrax, Inc.及びビートラックスジャパン合同会社の CEOである Brandon K. Hillは数々のイベントでの登壇実績
を持ち、2015年〜現在まで経済産業省主催『始動プロジェクト』の公式メンターとして従事。また，サンフラン
シスコ市長のアドバイザーとして，サンフランシスコ市と日本とのビジネスにおける発展に協力しています。なお、
九州大学起業部のメンターにも任命されています。 
 
【お問い合わせ先】 
ビートラックスジャパン合同会社 
E-mail: tokyo@btrax.com  Tel: 03-6683-0853 
btrax公式コーポレートサイト（日本語）： http://btrax.com/jp/ 
btrax公式オウンドメディア（日本語）： http://blog.btrax.com/jp/ 

mailto:tokyo@btrax.com
http://btrax.com/jp/
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