特集

スタートアップとの連携で新たな価値の創出を!
〜福岡市「Fukuoka Growth Next」の取り組みをご紹介〜

昨今のコロナ禍で社会・経済を取り巻く環境や需要の構造が大きく変化しました。そうした変化に直面し、中小企
業はこれまでの商品構成やビジネスモデルの見直しなど、事業の再構築に取り組むことが求められています。
その取り組みの方策の一つに、イノベーションの担い手であるスタートアップ※1 と既存の中小企業との連携や協
業に注目が集まっています。
また、福岡市は 2014 年に「グローバル創業・雇用創出特区」に指定され、スタートアップ都市づくりに力を入れ
ています。国内外からスタートアップを誘致し、福岡市で創業する企業を育むため、様々なプロジェクトを展開して
います。
当所は、今年度より福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小
企業とスタートアップとのマッチング支援に取り組み、中小企業のイノベーションや新たな価値創造の創出を目指し
ています。
今回の特集では、「Fukuoka Growth Next」のご協力のもと、スタートアップ支援の現状とマッチング支援について
ご紹介いたします。
※１ スタートアップ…新しいビジネスアイデアを基にイノベーションを起して短期間のうちに圧倒的な成長率で事業を展開する企業。
（例）Facebook、Airbnb、Stripe、Tesla

「Fukuoka Growth Next」とは
『Fukuoka Growth Next（以下、FGN）』とは、福岡か
ら将来のユニコーン企業（企業評価額 10 億ドル以上の企
業）を生み出すことをミッションとして設立された、官民共
働型のスタートアップ支援施設です。福岡市の旧大名小学
校跡を活用し、平成 29 年 4月に開設され、令和元年 5月の
リニューアルから、現在 3 年目を迎えています。
独自のハンズオンプログラムやイベント、ピッチコンテス
トなどを通じてスタートアップや起業家が新たな価値を生み
出し、グローバルマーケットへチャレンジすることを支援し
ています。
令和３年 10 月時点で150 社を超える企業が入居し、ス
タートアップ支援を通じて雇用創出などで地域経済の発展
にも貢献しています。

■現在までの支援実績や施策
FGN では、スタートアップ個々の企業に必要な支援を把握
し、ベンチャーキャピタルや顧客などをチャンスがあればす
ぐに紹介できるようにするため、入居企業と定期的な面談を
通して各企業の状況を把握しています。こうした取り組みは
FGN 入居企業の資金調達や売上増加に貢献しているだけで
なく、394 人もの新たな雇用を生み出すという実績にも繋
がっています。
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旧大名小学校跡を活用した施設「Fukuoka Growth Next」のコワーキングスペース

■FGN入居企業の業種構成
現在 FGN に入居している企
業 の 事 業 にタグ付けをしたツ
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企業によっては業種にまたがるサービスを提供しているため、1社あたり複数のタグ付けがされているところもあります。
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「Fukuoka Growth Next」の支援プログラム
FGN は、入居している企業に対し、多様なワークスペー

談をする「アクセラレーションプログラム」や、投資家などに

スを提供するほか、経営やデザイン、PR などの様々な分野

対して自身の事業を短時間で説明する「ピッチイベント」な

の専門家に1対1で相談できる「メンタリングプログラム」を

ど独自の支援プログラムで経営から実務、入居している企業

はじめ、事業アイデアを具体化し、突き詰めていく講座や面

同士の交流まで幅広いサポートを行っています。

■専門家による
「メンタリングプログラム」

※数値は 2021年10月31日時点の速報値

Startup Mentoring

メンタリングプログラムは、大人気のプログラム「FGN
mentor hours」を隔週開催しているだけでなく、福岡以外
に拠点を置く投資家によるメンタリングも随時開催していま

開催数

実施社数

マッチング数

す。このメンタリングを通じて実際の投資に繋がった事例も
数多くあり、入居企業による資金調達実績にも繋がってい
ます。なお、メンタリングは FGN の入居企業だけでなく、
福岡市内の企業にもご利用いただけます。

79 回

延べ

524 社

■スタートアップによるピッチイベント
「Growth Pitch」

625 回
集計期間

2019/5/31〜2021/10/31

FGN を代表するピッチイベント「Growth Pitch」は、ス
タートアップと企業の事業提携を生み出すプラットフォーム
となっており、すでに福岡のスタートアップシーンで定着し
ています。福岡以外に拠点を置くスタートアップも数多く登
壇し、地場の企業はもちろん、全国からスタートアップに関
心のある企 業や投 資家、
メディア等が数多く参加し

※数値は 2021年10月31日時点の速報値

GROWTH PITCH（毎月第 2 木曜開催）
開催回数

登壇企業数

マッチング
回数

35 回

151社

10480 回

ています 。
「Growth
Pitch」はデロイトトーマ
ツベンチャーサポートと共
同 で 開 催 することで 、
ピッチ後のマッチングもき
め細かに対応しています。

ピッチイベント「Growth Pitch」で参加者に向
けて事業を説明するスタートアップ

集計期間

2019/4/11〜2021/10/31
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（協業実績例）

■協業と投資機会の場を提供
FGN にはスタートアップの成長を支え、スタートアップと
の事業連携を探る企業がスポンサーとして参画しています。
最も多い業種は金融で、バンカーに融資や投資の相談が気
軽にできる環境が整っています。金融事業以外のスポン
サー企業のみなさんと、スタートアップとの提携・協業も増
えつつあります。スポンサー企業以外の企業に関しても、
スタートアップと大企業・中小企業との協業や投資機会の
創出に取り組んでいます。

●

IoT ツールを提供するスタートアップと地場大手インフラ
企業との間で実証実験

●

CMS※4 を提供するスタートアップと大手印刷企業との
間で販売代理店契約が締結

●

地場大手製造企業から産業用 AI スマートカメラを提供

●

ドローンを活用したインフラ点検ソリューションを提供す

するスタートアップに対して出資決定
るスタートアップと地場大手インフラ企業との間で資本業
務提携を締結し、橋梁添架管点検における実証実験も実
施。今後、外販に向けた事業性を検討していく予定。
※4…Contents Management System の略称で、Web サイトを一元的に管
理・更新できるシステムのこと

2021年スポンサー企業
プラチナ
ゴールド

シルバー
ブロンズ

福岡商工会議所と「Fukuoka Growth Next」との連携
■関連「福商イノベーション支援事業」
情報提供

＜スタートアップ＞

＜当所会員企業＞
経営課題などから
業務提携に関する
ニーズを抽出

経営課題などから、業務提携、
投資に関するニーズを抽出

マッチング

事前にヒアリングをさせていただき、課題解決に向けた
マッチング候補となるスタートアップをご紹介いたします。
また、FGN のピッチイベントなどは当所のメールマガジ
ンで随時ご案内しています。ぜひご覧ください。
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イノベーションの必要性・事業化に向けた
かりやすく解説した動画を配信しています。

のマッチング支援を行っています。地場中小企業で新たなアイデア・技術シーズ
まずは当所にご相談ください。

規事業を検討している事業者の方向けに、
考え方・取り組み方について、専門家が分

当所は「Fukuoka Growth Next」と協力し、地場中小企業とスタートアップ
を求めている企業や業務提携などを考えられている方は、

自社の強みやリソースをいかし、自社に
とって新たな商品・サービスを創造し、新

福商メールマガジン
登録はこちら

ぜひご覧いただき、今後のビジネスにお
役立てください。
ぜひご覧
ください

YouTube
「よかぞうチャンネル」
イノベーション
セミナー動画

「Fukuoka Growth Next」のマッチング事例のご紹介
●スタートアップからの相談の経緯

●支援の成果

キーズ

相談当時入居していた KEYes ㈱ 代表・栗山氏から

FGN の支援を契機として、長崎市にある西部ガスグ

「南京錠を常時使用している工場や屋外倉庫への “ス

ループのガス供給所や圧力調整器に取り付けられてい

マート南京錠”の導入を進める中で、当社製品の性能

る約 30 個の南京錠を対象として約 1か月半の実証実

向上に向けた実証フィールドを探している」と、FGN

験を実施。実証実験を通じて、スマート南京錠が現

に対して、実証実験の候補先に関する相談を受けた。

場の負担軽減やセキュリティ向上等の業務改善に有効

実証フィールドとして極めて合致している判断し、
FGN のスポンサー企業でもある西部ガスグループ（以

であることが証明され、西部ガスグループの SG イン
キュベート株式会社より第三者割当増資を受けた。
また、実証実験後もインフラ業界向けシステムの共

下、SGG）を紹介した。

同開発やマーケティング戦略強化等で連携し販路拡大
にも繋がった。

●FGNによる支援内容
KEYes ㈱に SGG を紹介するにあたって、ヒアリン
グを通し、SGG が抱える課題や、KEYes ㈱製品の
強み等を FGN にて改めて整理。
その結果、SGG が保有する施設では、点検作業の
際に従事者が鍵束を持ち歩いて巡回しているため、解
錠の際に適した鍵を探す負担や鍵を紛失するリスクを
常に抱えていることが判明した。KEYes ㈱製品はスマ
ホ 1 台で複数の鍵を解錠できるため、業務課題を解決
できると判断し、実証実験の実施を依頼するべく、両
者のマッチングをアレンジした。

●相談したスタートアップの声
当社で開発しているスマート南京錠の性能を
日々改善していく中で、現場でどのように利用さ
れるのか改めて調査したいと考えていた折に、
FGN に相談したところ西部ガスグループ様との実
証実験の機会をいただくことができました。今回
の実証実験では、当社製品の改善点を発見する
機会になっただけでなく、第三者割当増資にも
繋がり、当初の想定以上の支援を受けることが
できました。

KEYes株式会社
スマートフォンで解錠操作できる南京錠システムの開発・販売を行っています。
当社の提供するアプリにより、スマートフォンで解錠操作できる南京錠の操作が可能です。
また、簡単な操作で「いつ・誰が・どこで」解錠したかどうかのデータを管理します。
■住所 福岡市中央区 赤坂1丁目10 番 26 号 重松第 5ビル
■TEL 092-406-8712
■URL https://www.keyes.info/index.html

FGN からの支援を経て、多種多様なスタートアップ
が大きな成長を遂げ、巣立っていきました。これらの
「卒業」企業は、現在も福岡市内をはじめ各地で事業
を展開しています。FGN はこれからも進化を続け、福
岡からユニコーン企業を生み出すべく、より多くのス
タートアップに充実した支援を提供し続けていきます。
■事務局長：内田 雄一郎氏
■住所：福岡市中央区大名２丁目６−１１
■お問い合わせ：contact@growth-next.com
■URL：https://growth-next.com/

旧大名小学校跡を利用した「Fukuoka Growth Next」の外観

本記事全般に関するお問い合わせ／経営支援グループ TEL 092-441-1146
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