News Release
福岡特区プロジェクト Ｔ200
※ 福岡経済記者クラブでも資料配布を⾏っています。

福岡市政記者

各位

平成 28 年 10 ⽉ 13 ⽇

さまざまなステージの企業のビジネスチャンスを創出します！

「フクオカ・スタートアップ・セレクション 2016」の開催について
地場企業とスタートアップ企業が出会い，コラボレーションすることで，お互いの強みを⽣
かし合い，共に⼤きく成⻑，発展することにつなげることを⽬指し，両者のマッチングイベン
ト「フクオカ・スタートアップ・セレクション 2016」を開催します。
今年度は，
「防災先進都市

福岡」に向けて，テクノロジーの⼒による災害対応等課題解決を

図る「防災×テック(BOUSAI×TECH)」をテーマとします。
ベンチャーキャピタル（VC）にも参加いただき，地場企業，スタートアップ企業，VC それ
ぞれの事業拡⼤，新分野への展開のために，具体的な商談へと進んでいただけるようなピッチ
（ショートプレゼン），展⽰・商談を実施いたします。
広報のご協⼒をよろしくお願いいたします。
記
１

⽇時：平成２８年１１⽉１０⽇（⽊）
（懇親会
地下２階

10:00〜17:50
18:00〜19:00（予定））

２

会場：アクロス福岡

イベントホール

３

参加費：無料（ただし，懇親会は有料の予定）

※特別講演には「防災テックラボ（仮称）」の福岡市内への設⽴を発表した Mistletoe 株式
会社代表取締役社⻑兼ＣＥＯ孫泰蔵⽒や，現在⼤⼈気の位置情報ゲームの開発・運営をす
る株式会社ナイアンティック アジア統括マーケティングマネージャー須賀健⼈⽒等をお
招きし，テクノロジーの可能性について講演いただきます。
※ 詳細につきましては，別添チラシをご参照ください。

【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，⼤塚
T e l：092-711-4342
Fax：092-733-5901
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公共政策室室長
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Mistletoe 株式会社

江口 清 貴 氏
江

代表取締役社長 兼 CEO

孫 泰蔵 氏

新たな出逢い。ここ福岡から芽生える新たなビジネス。
スタートアップ企業から大企業まで、さまざまなステージにある企業が一堂に会し、ビジネスチャンスをつか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」。
今回は、防災 ×テクノロジーをテーマとし、国内外ベンチャーキャピタルとのマッチング機会も加え、パワーアップして開催。
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木

Holding time / 10:00〜17:50（受付開始 / 9:30） 懇親会 / 18:00〜19:00（予定）
ACCESS MAP

アクロス福岡（地下 2Fイベントホール）
無料
主 催

福岡市

ミーナ天神

昭和通り

天神４丁目 赤煉瓦
文化館

市役所北口

地下鉄空港線 天神駅 16番出口

明治通り

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

イムズ
福岡市役所

天神中央公園

中央警察署

オ・ボルドーフクオカ

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、

ベスト電器
天神コア

川
珂
那

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、

西鉄大牟田線 西鉄福岡駅

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、

渡辺通り

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、

〒810-0001
福岡市中央区天神 1-1-1

西鉄イン
福岡

福岡市創業者応援団、
福岡スタートアップ・サポーターズ協議会

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、

（予定）

アクロス福岡

税務署入口
交差点

市役所入口交差点

天神交差点

公益財団法人日本財団、福岡地域戦略推進協議会、
福岡商工会議所、

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、

後 援

中央郵便局前

大同生命ビル

共 催

※懇 親会のみ 有料の予定です。
参加希望の方には別途 詳 細についてご案内いたします。

駐車場のご案内
●台数、
スペース：平面 116 台
●駐車場入口：
アクロス福岡ビル西側に
駐車場入口があります。
●営業時間 7:00〜22:30

博多大丸／エルガーラ

●料金 最初の 1 時間：400 円
以降 30 分毎：200 円

地下鉄七隈線 天神南駅

5番出口

国体道路

※22:30 以降翌日 7:00 までは
1,050 円の 1 泊料金を加算します。

EVENT PROGRAM

PICK UP GUEST
10:25-11:05
［特別講演 vol.1］

テクノロジーで変わる
地域コミュニティーと防災
Mistletoe 株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

10:00

開会

10:05

オープニングスピーチ 福岡市長 髙島宗一郎

10:25-11:05

［特別講演 vol.1］

Mistletoe 株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

孫 泰蔵 氏

孫 泰蔵 氏

1972 年生まれ。佐賀県出身。東京大学在学中に Yahoo! JAPAN の立ち上げに参画。
その後、コンテンツ制作、サービス運営をサポートするインディゴ株式会社を設立。

11:15-12:15

［プレゼンテーション］

2002 年、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社を創業し、デジタルコン

防災減災アプリコンテスト受賞者
プレゼンテーション

テンツの世界へと事業領域を広げる。様々なベンチャーの創業や海外の企業との大型
JV など、ある時は創業者、ある時は経営陣の一角として、一貫してべンチャーの立ち上
げに従事した後、2009 年に「2030 年までにアジア版シリコンバレーのベンチャー生
態系をつくる」として、スタートアップベンチャー育成の MOVIDA JAPAN を設置。2013
年、広範囲なスタートアップ支援を手掛ける Mistletoe 株式会社を設立し、起業家支援
を本格的に開始する。今後は国内外のベンチャー支援・育成に力を注ぎ、ベンチャー
の活躍が、豊かな社会創造につながることを目指している。

13:15-13:45

12:25-13:05

ランチタイム交流会

01

※当日は、連携による新たな事業展開、資金調達による事業拡大、
防災関連などのテーマを設ける予定です。※先着順、人数制限あり

13:15-13:45

［特別講演 vol.2］

［特別講演 vol.2］

LINE 株式会社
公共政策室 室長

災害時の LINE 活用と、減災に
つながるネットコミュニケーション
LINE 株式会社
公共政策室 室長

13:50-14:20

江口 清 貴 氏

江口 清 貴 氏

［ビジネスセミナー］

西日本高速道路株式会社
× トルビズオン株式会社

2005 年、株式会社ゲームポットの CFO として、株式公開や経営管理に従事す
る傍ら、ゲーム業界団体によるガイドライン制定を担当し、不正行為対応や適正

20 社超の
スタートアップ
企業等による
ピッチコンテスト・
海外スタートアップ
によるピッチ
（※逐次通訳）
・
展示ブースなど

昨年度参加の両企業が、熊本 地震をきっかけにタッグを
組んだマッチング事例を紹介。

な競争環境を整備するなど業界の諸問題対策に従事。2012 年、NHN Japan（現
LINE 株式会社）に入社、2013 年 12 月より CSR 活動などを推進する政策企画室
（現公共政策室）室長に就任。現職。
また、多摩大学情報社会学研究所研究員としてインシデントレスポンス（危機

15:00-16:05

［コラボレーションプログラム］

初動対応）の研究にあたるほか、2016 年に立ち上げた一般財団法人情報法制研

創業者応援団フォーラム

究所の専務理事を務め、個人情報保護法、情報セキュリティ等を含む情報法制
政策の研究や提言を行っている。

（福岡市ステップアップ助成事業授賞式など）
創業者応援団により選ばれたビジネスプランコンテスト
受賞者の表彰式，プレゼンテーション等。

16:10-16:50
16:10-16:50

［特別講演 vol.3］

［特別講演 vol.3］

株式会社ナイアンティック

位置情報ゲームによって
拡張される現実

アジア統括
マーケティングマネージャー

須賀 健人氏

株式会社ナイアンティック
アジア統括
マーケティングマネージャー

16:55-17:50

須賀 健人氏

Niantic, Inc. のアジア統括マーケティングマネージャーとして、日本を含むアジ
ア全域のマーケティングを統括。Niantic, Inc. 以前は、Google にて、Android、
Nexus、Google Play のアジア地域のマーケティングを担当し、Nexus 7 Dance
with students などの CM も制作。これまでに、東日本大震災で失われた美しい
風景や、懐かしい景色、写真・動画などの思い出を未来に残すためのプロジェク
ト「未来へのキオク」や大規模な災害が起きた時に必要で正確な情報を提供する
ためのプロジェクト「Crisis Response」などにも参画。2015 年 8 月より現職。

02

テーブル交流会
（参加者による名刺交換会）

18:00-19:00

03

懇親会＆ピッチコンテスト表彰式
※懇親会のみ有料の予定です。参加希望の方には別途詳細についてご案内いたします。

※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。

参加を希望される方は必要事項を明記の上、下記宛先まで FAX をお願いいたします。
フリガナ

氏

フリガナ

役職

会社名

名

TEL

FA X

mail

交 流 会 参 加を希望される方はチェックを入れてください。

01

ランチタイム交流会
※先着申込順。
人数制限があります。

02

テーブル交流会
（参加者による名刺交換会）

03

懇親会
※懇親会のみ有料の予定です。参加希望の方には別途詳細についてご案内いたします。

お問い合わせ・参加申し込み先

フクオカ・スタートアップ・セレクション事務局
福 岡 市 中 央 区 天 神 4 -1-32-7 F B B D O J W E S T 内（担当：野 中）
TEL : 092-751-2466 ※いただきました個人情報は厳重に管理し，第三者に提供することは絶対にいたしません。

FAX. 092-751-8095

ホームページからもお申込 みいただけます 。
「フクオカ・スタ トアップ・セレクション 2016」の最新情報を随時更新！
「フクオカ・スタートアップ・セレクション

