
福岡市は、グローバル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
付く研修プログラムを全てオンラインで実施します。
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。
開催5回目となる今回は、デザイン思考の基本を

身につけるワークショップ、これからの時代に必要
なグローバルコミュニケーションのポイント、サン
フランシスコより生中継で開催するピッチイベント
への登壇など、オンラインでありながらも、グロー
バル展開の足掛かりとなるような実践重視の内容と
なる予定です。
ついては、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、
周知のほどよろしくお願いいたします。

令和２年11月13日

福岡特区プロジェクトＴ311

オンライン海外研修プログラム

１ 参加者募集
（１）募集期間

令和２年11月13日（金）～12月11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、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
福岡市を拠点とする起業家やその候補者など

2 プログラム説明会（オンライン）

（１）開催日時
第１回：令和2年12月２日（水）18：00～19：00
第２回：令和2年12月８日（火）19：00～20：00

【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、二村 電話：092-711-4706 （内線1218）

過去のピッチイベントの様子↑
※詳細は別紙募集要項のとおり

※詳細は別紙プログラム説明会案内のとおり

市政記者各位

『Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 』
参加者募集のご案内



 

Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA 2020   

参加者募集要項 
 

１ 目的及び概要 
参加者の成長や海外におけるビジネスの実現，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

的として，福岡市内の起業家やその候補者などを対象とした研修プログラムをオンラインで実施する。 

 

２ 対象者    
福岡市に在住の方、福岡市内の会社・大学等に通われている方，福岡市で起業を検討されている方 

または，福岡市で起業を支援している方等のいずれかに当てはまり、下記要件を満たす方が対象です。 

 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 

※一部英語を使用したプログラムがあります。 

 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 

 

３ コース種別 
 本プログラムは，プログラムの過程で，下記２コースに分かれます。 

※プログラムへの申込み時に，Aコースへの参加を希望するか意向確認をします。 

Aコース:「オンライン研修+海外イベントへのピッチ登壇（オンライン）」の受講 

 (最大 10チーム・20名程度) 

 研修を受講したのち、実際の海外ピッチイベントでオンラインでのピッチを行いたい方を対象とします。 

本コースへの参加は１～3名程度のチーム制です。研修開始後に参加チームを募集します（1名での応募

も可能です）。チームを組みたい方がいる場合は、あらかじめご一緒に本プログラムへお申込みください。 

※本コースへの参加チームは,研修内のビジネスプランの提出、ピッチ選考などによって選考いたします。 

※プログラムへの申込み時に希望していなくても，プログラム開始後，Aコースへ申し込むことができま

す。 

Bコース:「オンライン研修＋海外ピッチイベントの視聴参加（オンライン）」の受講 (80名程度)  

 海外ピッチイベントのピッチ出場を希望していない方、または、現時点では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。 

 

 

 

 

 

別紙（募集要項） 



４ プログラム構成・スケジュール（予定） 

① 研修（全 5回実施， 全てオンライン開催） 

 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、グローバル展開に必要な要素を含めた「起業家マインド」、「ビジネ

ス課題設定・課題解決策立案」、「投資家の視点」、「プレゼンテーション表現」を体得できる内容です。 

 日時 

（予定） 
研修 コンテンツ 

1 

2021年 

1月 16日(土) 

午前 

※3時間程度 

基調セミナー・起業家パネルディスカッション 

「あなたが考えているスタートアップは現実のスタートアップなのか？」 

・オリエンテーション(オンラインツールの操作方法など) 

・(基調講演) スタートアップについての理解を深め、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/交流会 

2 

1月 30日(土) 

午前 

※3時間程度 

 

ワークショップ・セミナー 

「ユーザー課題に基づいたビジネスアイデアの組み立て方」 

・(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/交流会 

3 

2月 6日(土) 

午前 

※3時間程度 

投資家によるセミナー 

「投資家に刺さるプレゼンテーション 

 -投資家が注目する分野・サービス・興味を持つ説明方法-」 

・(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/交流会 

4 

2月 13日(土) 

午後 

※3時間程度 

セミナー 

「世界に通用するオンラインでのプレゼンテーション表現」 

・(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/交流会 

5 

2月 20日(土) 

午前 

※3時間程度 

ピッチ選考会 

・投資家を審査員に招き，海外ピッチイベント(SF Pitch Night)への登壇枠をかけたピッチバトル

(言語: 英語)を実施。 

・交流会 

 



② 海外イベント（サンフランシスコ・シリコンバレーエリアからオンライン実施） 

 選抜された Aコース 10チームが，本イベントにオンラインでピッチ出場します。イベント前に，ピッチ

登壇者向けに，ピッチ内容をブラッシュアップするフォローアップセッションを開催します。また，希望す

る方には別途個別のメンタリング相談も実施可能です。 

 Bコース参加者も、サンフランシスコ発グローバル規模のスタートアップピッチイベント・交流会にご参

加いただきます（ピッチイベントは視聴のみ）。 

 
日時 

(日本時間) 
対象者 海外イベント コンテンツ 

ピッチ登壇者 

メンタリング 

フォローアップ 

2月 27日(土) 

午前  

Aコース（10チーム） 『ピッチ登壇者へのメンタリング・フォローアップ』 

・ピッチスライド内容、英語表現のブラッシュアップ 

1 

3月 6日(土) 

午前 

全員(100名) 

※Bコース参加者は，イ

ベントは視聴参加 

『オンラインピッチイベント(SF Pitch Night 2021)』 

・ピッチイベント 

・交流会 

 

オンラインピッチイベント(SF Pitch Night 2021) 

 世界のスタートアップとピッチバトルを行います。サンフランシスコ発のオンラインピッチイベントの

場で、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て，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。なお、ピッチを行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、オンライン上で現地の方々など様々な方々との

ネットワークを構築していただけます。 

 

※研修/海外イベントをご視聴されるインターネット環境及び端末は参加者各自でご準備ください。 
※プログラムの日時，内容は変更になる可能性がございます。 

 

５ 参加費 
プログラム受講費用は全て無料です。 

 

６ 応募期間 
令和２年１１月１３日（金）～ １２月 １１日（金） 

※プログラム参加者発表は１２月１８日（金）頃を予定 

 

 

 



７ 応募方法 
 下記の公式Webサイトからの申込登録をお願いいたします。 

https://fukuokastartup.com   

 

８ 選考方法 
・ 応募者多数の場合は，応募内容に基づき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にご連絡いたします。 

 

９ 問い合わせ先 
Global Challenge！ STARTUP TEAM FUKUOKA 2020事務局 

担当：大森・佐藤 

メールアドレス：contact@fukuokastartup.com 

電話番号：03-6683-0853  

https://fukuokastartup.com/


 

 
 

 

令和 2年 11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 2020』 

プログラム説明会について 
 

標記事業のプログラム説明会を、下記のとおり開催いたします。 

本説明会は、プログラムの概要説明、質疑応答のほか、過去のプログラム参加者の体験

談などを予定しております。説明会への参加は無料ですので、どうぞお気軽にご参加くだ

さい。 

本説明会の詳細につきましては、公式ウェブサイトにて順次お知らせいたします。 

 

記 

【プログラム説明会 概要】 
 

日時 
（第 1 回） 令和 2 年 12 月 2 日（水） 18:00 ～ 19:00 

（第 2 回） 令和 2 年 12 月 8 日（火） 19:00 ～ 20:00 

形式 オンライン開催（Zoom） 

内容 

・プログラムの概要説明・質疑応答 

・過去の参加者の体験談   

・個別相談対応  

申込 

方法 

本説明会への 参加には申込み が必要です。 
下記公式ウェブサイト掲載のリンクより、プログラム説明会への参加申込みフォーム

をご登録ください。ご登録のメールアドレスに，本説明会のオンライン配信 URL を

お送りいたします。 

（公式ウェブサイト） https://www.fukuokastartup.com/ 

備考 

・本説明会へ参加しなくても、本プログラムへの申込みは可能です。 

・本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にてお問い合わせください。 

 
【お問い合わせ先】 

『Global Challenge! STARTUP TEAM FUKUOKA 2020』事務局 

担当：大森・佐藤  

メールアドレス：contact@fukuokastartup.com 

別紙（説明会案内） 
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