
平成29年12月4日（月）13：10～18：00

スタートアップ都市推進協議会

マッチングイベント
「ジャパン・スタートアップ・セレクション 2017」

日時

会場 ダイアゴナルラン東京（東京都中央区八重洲2-8-7）

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、千葉市、横須賀市、浜松市、日南市、福岡市）

趣旨 スタートアップ都市推進協議会加盟自治体で選出したスタート
アップ企業と、首都圏を中心とした大企業、投資家、起業家等と
のマッチングを促進するためのイベントを開催します

広島県

三重県

青森市

千葉市

横須賀市

浜松市

日南市

福岡市

200名（定員に達し次第申し込みを締め切らせていただきます）定員

無料参加費

対象 スタートアップ企業との協業に関心のある企業の方、投資家の方



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す。
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目指して協議会を設立しました。

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）、横須賀市（副会長）、
三重県（監査役）、青森市（以下、会員）、千葉市、浜松市、日南市
2県6市 （平成29年1０月現在）

実施内容

（１）国への提言活動
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
して提言活動を行います。

（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てチャレン
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します。

（３）マッチング
コーディネーターの配置やマッチング交流会を実施し、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します。

（４）スタートアップ都市推進に関する事業の検討
ファンド連携・U/Iターン・共同インキュベート、経済同友会など経済団体のアドバイスを得なが
らスタートアップ施策の検討を行います。

（５）推進協議会の開催
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を行います。

スタートアップ都市推進協議会概要

設立総会の様子 平成28年度ピッチイベントの様子 平成28年度ブース展示の様子



登壇者のご紹介

セッション「スタートアップ×地域」 13:20〜14:05

各都市がスタートアップ施策を展開し、挑戦を誇れる雰囲気づくりやロールモデルを形成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。

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長
株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ マネージング・パートナー

仮屋薗 聡一

福岡市長
スタートアップ都市推進協議会 会長

髙島 宗一郎

青森市長

小野寺 晃彦

浜松市長

鈴木 康友

モデレーター

1996年、株式会社グロービスのベンチャー
キャピタル事業設立に参画。
1999年にはエイパックス・グループと合弁
会社エイパックス・グロービス・パートナーズ
を設立。現在に至る。
2015年7月より一般社団法人日本ベン
チャーキャピタル協会会長を務める。
慶應義塾大学法学部卒、米国ピッツバー
グ大学MBA修了。

セッション「地域発スタートアップ×首都圏企業」 15:30〜16:30

《テーマ：地域発スタートアップと首都圏企業の連携モデル》
連携を通じて更なる成長を目指す地域発スタートアップと首都圏企業の方々にご登壇いただき、両者が連携することのメ
リットや課題、解決策についてディスカッションします。

株式会社アダストリア 取締役 経営企画本部長

福田 泰己
ラクサス・テクノロジー株式会社 代表取締役社長

児玉 昇司

昭和22年静岡県浜松市生まれ。同50
年慶應義塾大学法学部を卒業後、松下
政経塾に入塾（第１期生）し同60年に
同塾卒塾。ステラプランニング代表取締役
を経て、平成12年6月に衆議院議員に
初当選（2期）同19年4月浜松市長に
就任（現在３期目）し、同20年マニフェ
スト大賞受賞。現在、三遠南信地域
（愛知県東三河地域、静岡県遠州地
域、長野県南信州地域）連携ビジョン推
進会議（ＳＥＮＡ）会長。同23年12
月から指定都市市長会副会長。

1978年生まれ。2004年、The 
University of Findlay 経営学修士課
程修了。
2005年、株式会社ポイント（現当社）
に入社。店長、エリアマネジャーを経て、
経営企画部門において、複数のM&A案
件に参画。2014年よりAdastria Asia
社の代表取締役CEOとして海外事業を
統括。
2016年に帰任し、マーケティング・EC事
業の責任者を経て、2017年5月より現職。

シリアルアントレプレナー。早稲田大学入
学半年後に最初の起業。ラクサスは自身
4度目の起業。
2015年ブランドバッグが無限に使い放題
になる「ラクサス」ローンチ。開始後34ヶ月
連続拡大中。
流通総額は150億円を突破。WiLを中
心に20億円を調達。早稲田大学ビジネス
スクール、ExecutiveMBA在学中。

1975年7月生まれ。青森市出身。東京
大学経済学部を卒業後、自治省（現総
務省）に入省。宮崎市財務部長、愛知
県総務部財政課長、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「挑戦を誇れる街」を目指し、新
たな事業展開及び起業する「チャレン
ジャー」に助成金を交付する「地域企業新
ビジネス挑戦支援助成金制度」を創設す
るなど、産・学・金・官の連携による地域ベ
ンチャー支援を強力に牽引している。

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年史上最多得票
で再選し、現在2期目。「グローバル創業・
雇用創出特区」を活用し、スタートアップビ
ザ、スタートアップ法人減税をはじめとする
規制、制度改革を実現するなど、日本の
スタートアップをムーブメントと政策の両面か
ら力強く牽引。また、観光・MICEの振興
にも力を注ぎ、2019年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。



出展企業のご紹介（1/2）
所在地 出展企業概要

三重県
桑山瓦葺店 ykuw-design
間取りAR/VRグラス
バーチャル空間の活用で限りある現実空間を最大限に活かす！

三重県 株式会社ディーグリーン、離乳食材通販mogcook
産地で獲れた旬の魚を離乳食用に加工し、配送するサービスを提供

三重県 南出株式会社
軽量安価な再生素材を、緑化分野を中心に展開中のメーカーです。

広島県
たむろ木材カンパニー
商品名：広島県産木材のおもちゃ
広島県産の木材をふんだんに使ったおもちゃたち

広島県
株式会社Forema Forema Pro-スマホで産直国産ジビエ発注システム
Forema Pro(フォレマ プロ)は、都市部の飲食店と山間部の生産者が直
接受発注を行えるWebプラットフォームです。

広島県
株式会社mint
サービス名：sokoiko!
ガイドブックに載ってない旅を提供するサイクリングガイドツアー

青森市
株式会社クロックアップ 商品名：HEAVENLY KETCHUP
TVで話題の青森産高級ブランドトマト「ベビーベビー」から作る無添加でヘ
ルシーなトマトケチャップ

青森市
株式会社フォルテ
商品名：高騒音対応骨伝導ヘッドセット「スマートマイク（仮称）」
高騒音環境下において、クリアな音声通話を可能とした製品です。

青森市
mizuiro株式会社 商品名：おやさいクレヨン
親子の時間に優しい色で彩りを与える、国産のお米と野菜でできた安心安
全なクレヨン

千葉市
Dig-it works（ディジットワークス）株式会社
ドローンソリューション
ドローンをもっと身近に！導入相談・各種撮影等お任せください！

千葉市 ナノ･グラス･コート･ジャパン㈱ 『ナノグラスコート』
“永く・健全に・美しく！” 高機能 無機ガラス質コーティング材

千葉市
株式会社モノテクノス
エンジニアスターターキット
自分で作る楽しさ、実践型のプログラミング教材

※ 出展企業は2017年10月26日現在の情報であり、今後追加・変更の可能性がございます



出展企業のご紹介（2/2）
所在地 出展企業概要

横須賀市 株式会社Sensor＆Network
待望の『Wi-SUNセンサーネットワーク』開発をもっと手軽に

横須賀市
TRiAS
サービス：電気設備工事業、再生エネルギー関連事業
創エネ・省エネ・畜エネに係るサービスをワンストップで提供

横須賀市
PREMIER Engineering株式会社
音源ライブラリ「PREMIER SOUND FACTORY」
上質、迫真を追求したバーチャル楽器ソフトウェアを開発

浜松市 キッコサウンド株式会社 OKARA oh.1/oc.1
愛用のオーディオ機器、楽器をより長く使うために

浜松市
浜二ペイント株式会社 商品名：HIKARIパテ
LED硬化型一液パテ
LEDだからできる驚速＆驚厚

浜松市
株式会社モリロボ
商品名：クレープロボット “Q”
クレープの生地づくりをスイッチひとつで、かんたん効率化。

日南市 GWG株式会社
IoTを活用した地場産業の生産性を向上させ競争力強化を支援する。

日南市

日南麦酒株式会社
副原料に九州で育った農作物を活かして造り上げたクラフトビー
ル

日南市 株式会社プラスディー ヒットメイキングECサービス
初期制作費0円〜開設可能なレベニューシェア型EC販促支援サービス

福岡市 ウミーベ株式会社（ツリホウ、ツリバカメラ、フィッシュソープ）
「釣りを、やさしく。」するサービス・プロダクトの開発

福岡市 株式会社DentaLight
歯科医院向け予約・CRMシステム【ジニー】を提供

福岡市 株式会社Braveridge
BLEモジュール・デバイスの開発・量産実績日本一！！

※ 出展企業は2017年10月26日現在の情報であり、今後追加・変更の可能性がございます



プログラム

お申込みはこちらから ↓↓↓
http://startup-toshi.com/
（スタートアップ都市推進協議会で検索ください）

申込ページリンク

お問合せ：
有限責任監査法人トーマツ 福岡事務所
E-mail : startup-selection2017@tohmatsu.co.jp

「ジャパン・スタートアップセレクション」は有限責任監査法人トーマツが、
スタートアップ都市推進協議会からの委託により運営しております

時間 イベントスペース 出展ブース会場

18：00 閉会

13：10
｜

13：15
開会のご挨拶

13：20
｜

14：05

セッション
「スタートアップ×地域」

青森市長、浜松市長、福岡市長
―

14：15
｜

14：55

スタートアップピッチ
（全24社によるショートプレゼン

テーション）

スタートアップ都市推進協議会
加盟自治体スタートアップによ

るブース出展（商談）

14：55
｜

15：30
―

15：30
｜

16：30

セッション
「地域発スタートアップ×首都圏企業」

16：30
｜

18：00
―

12：40 受付開始

http://startup-toshi.com/
mailto:startup-selection2017@tohmatsu.co.jp

