
株式会社アヴァンティ

一般社団法人九州女性起業家のびんびん会

北九州女性創業支援ひなの会

一般社団法人女性起業家スプラウト

Ｂ塾（ビジネス・ブランディング・ビューティ）

ドルフィンワークス株式会社

一般社団法人肥後六華の會

合同会社アイ．ジー．シー

独立行政法人中小企業基盤整備機構　九州本部

よろず支援拠点

一般社団法人九州ニュービジネス協議会

一般社団法人福岡県中小企業診断士協会

福岡県ベンチャービジネス支援協議会

税理士法人くまで会計事務所

STARTUP CAFE

有限責任監査法人トーマツ

一般社団法人まちはチームだ

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

Saga-Biz　佐賀市産業支援相談室

特定非営利活動法人鳳雛塾

公益財団法人長崎県産業振興財団

一般財団法人熊本県起業化支援センター

一般社団法人フミダス

公益財団法人大分県産業創造機構

公益財団法人宮崎県産業振興機構

公益社団法人鹿児島県工業倶楽部

公益財団法人かごしま産業支援センター

商工会議所・商工会

株式会社日本政策金融公庫

株式会社筑邦銀行

株式会社西日本シティ銀行

株式会社福岡銀行

証券会員制法人福岡証券取引所

株式会社佐賀銀行

株式会社十八銀行

株式会社大分銀行

株式会社宮崎銀行

株式会社宮崎太陽銀行

株式会社鹿児島銀行

鹿児島相互信用金庫

創業支援事業計画を策定している市町村

経済産業省九州経済産業局 新産業戦略課

株式会社アイ・ビー・ビー

コワーキングスペース秘密基地

Fukuoka Growth Next

インキュベーションルーム万屋・シェアオフィス江戸町

長崎県ビジネス支援プラザ

Alliance Social Share Office Beppu

MUKASA-HUB

福岡県福岡市中央区大名2-6-26 バルビゾン94-4Ｆ

福岡県福岡市博多区比恵町7-27-209

福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-2 リーガロイヤルホテル小倉 2F

福岡県福岡市中央区天神4-1-28 天神リベラ 3F-B

長崎県長崎市麹屋町5-8 梅本ビル1F インフィオラータ内

熊本県熊本市東区東本町16-39-1001

熊本県合志市須屋1984-2

大分県大分市大字横尾3836番地

福岡県福岡市博多区祇園町4-2

各県のよろず支援拠点にご相談下さい。

福岡県福岡市中央区天神2-3-36 ibb fukuokaビル303

福岡県福岡市博多区博多駅東2-9-25 アバンダント84-203号

福岡県福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル 4F

福岡県福岡市南区高宮2-6-11

福岡県福岡市中央区大名2-6-11 growth next 1F

福岡県福岡市中央区天神1-4-2

福岡県北九州市小倉北区京町2-1-19-3F

佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114

佐賀県佐賀市駅前中央1-8-32 ｉスクエアビル 5F

佐賀県佐賀市本庄町本庄1 オプティム・ヘッドクォータービル 2F

長崎県長崎市出島町2-11 出島交流会館 6・7F

熊本県上益城郡益城町田原2081-10

熊本県熊本市東区三郎2-20-15

大分県大分市東春日町17-20 大分第2ソフィアプラザビル 5F

宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500-2

鹿児島県鹿児島市名山町9-1

鹿児島県鹿児島市名山町9-1

最寄りの商工会議所・商工会にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

ふくぎん法人ビジネスセンター（福岡市中央区天神2-13-1-5F）

福岡県福岡市中央区天神2-14-2（IPO支援）

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

大分銀行ビジネスサポートセンター（大分県大分市東大道1-9-1） 

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

最寄りの支店・窓口にご相談下さい。

起業を考えている所在地の市役所、町・村役場の窓口にご相談下さい。

福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎本館 6F

福岡県福岡市中央区天神2-3-36 ibb fukuokaビル501

福岡県北九州市小倉北区京町2-1-19-3F

福岡県福岡市中央区大名2-6-11

長崎県長崎市籠町2-24

長崎県長崎市出島町2-11 出島交流会館 8Ｆ

大分県別府市田の湯町3-7

宮崎県宮崎市高岡町小山田字麓973-2

TEL.092-724-3226

TEL.092-292-7341

TEL.093-383-8400

TEL.092-406-2223

TEL.095-825-7345

TEL.096-368-8176

TEL.096-288-5690

TEL.097-529-8872

TEL.092-263-1500

－

TEL.092-771-3097

TEL.092-710-7180

TEL.092-725-2729

TEL.092-523-4159

TEL.080-3940-9455

TEL.092-286-1943

TEL.093-967-1003

TEL.0952-34-4422

TEL.0952-40-7079

TEL.0952-20-3611

TEL.095-820-3091

TEL.096-287-4465

TEL.096-284-1840

TEL.097-534-2755

TEL.0985-74-3850

TEL.099-225-8012

TEL.099-219-1272

－

－

－

－

TEL.0120-279-005

TEL.092-741-8233

－

－

TEL.0120-72-0189

－

－

－

－

－

TEL.092-482-5438

TEL.092-737-6360

TEL.093-967-1003

TEL.092-741-2888

TEL.095-827-2223

TEL.095-828-1616

TEL.0977-22-1111

TEL.0985-83-0306

主な支援機関リスト ●女性起業家コミュニティ・女性支援機関  ●創業支援  ●金融機関など  ●行政機関  ●コワーキングなど

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●

●

●●

●

●

●●

●●

●●

●●

●

●●●

●●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●●●

●

●●

●

●●

●

●●

女
性
起
業
家
支
援
団
体
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

創
業
支
援
機
関

金
融
機
関
な
ど

行
政

機
関

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

コ
ワ
ー
キ
ン
グ
施
設

地域経済部 新産業戦略課
Tel.092-482-5438　Fax.092-482-5390
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――起業へのスタート――
女性起業家応援ガイドブック



21

起業・創業という方法で自分の思いや夢を形にした女性たちがいます。
彼女たちはどんな思いで起業・創業したのか。何が面白く、何が困難なのか。
九州で活躍する3人の女性起業家に語っていただきました。

思いを形にして笑顔で生きる
自分らしく、私らしく

Special Talk ／座談会

柳本 明子  
 AKIKO YANAGIMOTO

2000年、個人事業主としてWEB企
画制作やホスティングサーバの運営
を始め、2011年に取引先のHP部門
を譲渡されて法人化。従業員8名。
宮崎県よろず支援拠点コーディ
ネーターも務める。

宮崎市／株式会社ウェブサイト 
代表取締役社長

門谷 舞 
MAI KADOTANI

2015年、産前産後家事サポート
サービスをスタートさせ、2017年に
法人化。福岡市、糸島市を中心に産
後ママの家庭を訪問して料理、掃除
などの家事代行をする。従業員5名。

福岡市／合弁会社
てのひらのゆりかご 代表

浦嶋 美幸
MIYUKI URASHIMA

鹿児島市内のプロデュース会社に
10年勤務した後、2014年にフリー
ウェディングプランナーとして独立。
お客様の希望を叶えるウェディング
を企画・実施する。

鹿児島市／Celebrations 
代表

Pro�le

菊池　まず、皆さんの起業のきっかけを教えてください。

柳本　私が起業した20年前はパソコンやインターネットが普及し

始めた頃で、今のようなシェアオフィスはなく、SOHOという働き方

が注目された頃でした。「これなら子どもがいてもお金もかけずにで

きる」と思って職業訓練校に通い、個人事業主として企業のホーム

ページ作成の仕事を始めました。

浦嶋　私はウェディングプランナーとして10年間働き、経験を積む

うちに「もっと新郎新婦様に寄り添ったウェディングプランナーとし

ての仕事がしたい」という思いが強くなり、独立しました。それまで

財務会計や予算などを考えたことがなかったので最初は苦労しまし

た。契約書については今も苦手です。

門谷　私は、3人目を出産した際に体がとてもきつかったという経験

がきっかけです。「産後床上げ30日」という言葉の大切さを痛感しま

したが、実家が遠い人や里帰りしても家事をするために寝ていられな

いという人は多く、どうしているのだろうと思いました。4か月児健診

で見る赤ちゃんはどの子も可愛くて、「私は赤ちゃんが好き」だと改め

て気付いたんです。その頃「産後クライシス」や産後うつ、虐待の

ニュースを見聞きし、これを仕事にしようと思いました。産前産後

サポーター協会で産前産後ケアについて学び、起業しました。

柳本　ボランティアや育児サークルではなく、なぜ「起業」という

道を選んだのですか？

門谷　私の子ども世代が育児で困らないように長く続けたい、

それにはビジネスとして成立させなければいけない。そう思い、対価

に見合う良質なサービスを提供しようと思いました。

柳本　ビジネスとして成り立つのか、不安はなかったですか？

門谷　料理や掃除などの家事だけでなく、ママの話をじっくり聞き、

精神的なケアを心がけています。特に妊娠中からしっかり話を聞く

事業所は少なく、このサービスを欲している人はいると思いました。

柳本　門谷さんがスタッフを雇用したきっかけは何ですか？

門谷　一人で提供できるサービスや時間は限られ、自分のしたいこ

とができない現実に直面しました。また肉体的な限界も感じました。

体を壊しては「産前産後ケアの大切さを広める」という目的を達成で

きないと感じ、昨年からスタッフを雇いました。

しかし、今度は人を育てサービスの質を担保す

る難しさを感じています。

浦嶋　私の今の悩みはまさにそれ。睡眠時間が

1時間ほどしかなくて（全員驚く）。したいことは

たくさんあるのに、自分にキャパがない。スタッ

フがいた方がいいと思うのですが、スタッフの

将来と家庭を引き受けないといけないと思う

と、踏み出せないでいます。

柳本　今はまだ独りで仕事をしていたい？

浦嶋　経営者になりたい、規模を大きくしたい

と思うのですが、スタッフの成長を待てず、すべ

て自分でやってしまいそうで…。

柳本　外部ブレーンと組んでチームとして働く

こともできるし、良い仕事をするには体や心に

余裕が必要だと思いますよ。

門谷　自分が幸せでないと、人を幸せにできな

いですよね。柳本さんはスタッフをどのように

育てていますか？

柳本　方針ややり方を毎日言い続け、時には

任せることも必要だと思います。お客様の要望

に応えるのはもちろんのことプラスαが大事で、

プラスαは人間力。人間力が育つのを根気強く

待つしかないと思います。

柳本　今、女性が起業しやすい社会的環境が

整っています。私が起業した頃、女性が銀行の

融資を受けるなんて考えられず、銀行に書類をも

らいに行くだけでドキドキしたくらいです。今は

各地に支援機関があり、イベントやセミナーが

たくさん開催されています。

浦嶋　私は起業当初、商工会議所や鹿児島市の

ソーホー鹿児島に相談していました。最近は

女性起業家も融資を受けやすくなっています。

柳本　私は「起業」「経営」と深く考えずに始め、

育児の大変さはありましたが、それも糧になり

ました。必死に走りながらやってきて、良い経験

をしたと思っています。皆さんは起業してどうで

すか？

門谷　自分の考えが形になり、反応が目に見え

る形で返ってくるのが面白い。責任は伴います

が、何かしたいことがあってモヤモヤしているな

ら、やってみたらいいと思います。

柳本　社長になれば、また見える景色が異なり

ます。壁は次々と出てきますが、人生でそんな

経験をできる場はそうそうありません。どうせ

生きるのだったら存在価値のある会社で社会的

に必要とされ、亡くなる前にちょっと良いことを

したなと思えるようにしたいと思っています。

門谷・浦嶋　本当にそう。生き方ですよね。

柳本　起業のきっかけは「生活のため」「趣味」

といった身近なことでもいいと思う。経済界に

縁遠かった女性が、起業を通じて視野が広が

り、社会に効果をもたらしていく。事業をしなが

ら自分の社会的な位置を築いていき、日々さま

ざまな気付きがある。それが面白いと思います。

全員　まだまだ悩みはありますが、お互い頑張

りましょう。

菊池　本日はありがとうございました。経済産業

省では女性の起業支援にも力を入れ、さまざま

な施策を行っています。経済産業省事業「LED

九州」ファイナリストに輝いた皆さんも、九州の

女性起業家のロールモデルとしてこれからもぜ

ひ頑張ってください。
起業・創業のきっかけ

終始和やかに進んだ「LED九州」ファイナリストを囲んでの座談会
聞き手／九州経済産業局 地域経済部 新産業戦略課　菊池義明（左端）

女性起業家のビジネスプラン
コンテスト。女性起業家がプラ
ンを発表し、サポーター企業か
らの支援や提携のマッチング
を図る。女性起業家を継続的
にサポートするためのネット
ワークの構築を目指した、経産
省の取り組みの一つ。

スタッフ雇用の良さと難しさ

どのように生きるか

LED九州（Ladies’ Entrepreneur Discussions九州）
レッド　　　　　レディース・アントレプレナーディスカッションズ
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Interview／インタビュー
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起業・創業への思いやきっかけは人それぞれ。
女性たちは何をきっかけに起業し、
どのように事業を始めたのでしょう。
自分のスタイルを見つけた女性たちに話を聞きました。

一歩を踏み出し
できることから
自分らしく進もう。

株式会社武久

武久 景子
Role Model

02

オヤモコモ 代表

山下 千春
Role Model

03

Pro�le
2012年、子ども英語教室
や母親の交流拠点・コミュ
ニティを開業。2015年、
佐賀商工会議所に相談し
商品を開発。2016年1月、
商品の販売開始。3人の子
を持つ。

Pro�le
航空専門校を卒業後、添乗
員やホテル等の仕事を経
て、2010年、創業80余年
の株式会社武久に入社。
現在、社に併設する直販店
などを企画運営。

Information

INSCAPE
住所／熊本市南区田井島3-11-28-301
TEL／080-1879-6056
事業内容／インテリアコーディネート、
　　　　　カーテンの製造販売

　子どもの頃から家業の椎茸卸業を手伝っており、ゆくゆくは跡を
継ぐつもりでしたが、一旦民間企業に就職しました。その後、女性起業
家塾で経営について学び、もともと起業への想いがあったので、両親
から家業を継いでほしいと言われた時、軽い気持ちで「いいよ」といっ
たのが始まりでした。

　軽い気持ちで継ぐと言ったことをとても後悔しました。しかし子ども
が生まれ、椎茸・食の素晴らしさに気づかされました。そして先輩経営
者から「商品を売らず椎茸の良さ・価値を売りなさい」と助言をもらい、
椎茸の美味しさや旨味文化を伝える事業に取り組み、現在は直販店
のカフェ併設に向けた改装、敷地内にピザ店を作るなど新しい取り
組みを始めています。

　椎茸ワンダーランドを創り、1,000年の歴史ある椎茸の旨味文化を
知ってもらい次につなげていきたい、お客様に喜ばれる椎茸の「価値」
を提供し続けていきたいと思います。実現に向け、今、着実に歩み続け
ています。

Information

オヤモコモ
住所／佐賀市高木瀬西4-2-2
TEL／0952-30-4960 
事業内容／ママとベビーの笑顔に
　　　　　つながる商品企画・販売

Pro�le
自営業の家庭に育ち、学生
時代に起業に興味を持つ。
大学卒業後、住宅機器メー
カーに勤務。結婚退職後、
インテリアの海外研修を経
てフリーのコーディネーター
に。2016年に熊本市へ。

Information

株式会社武久
住所／福岡県筑後市長浜1529
TEL／0942-53-2626
事業内容／九州産原木しいたけ卸業、しいたけ専門店
　　　　　「陽より子」運営、だし教室開催ほか

INSCAPE 代表

藤原 加容子
Role Model

01
熊本地震を経験し
今やらなきゃ、と。

2016年

　9月、個人事業主として起業。弁理士、熊本県
　　 知財総合支援窓口に相談し、特許出願
　　　等復興支援制度を活用して特許出願。
10月、経産省認定創業スクール受講。
12月、カーテンの試作開始

3月、クラウドファンディングMakuake
公開開始。秋頃ネット販売開始予定

2017年

3月、熊本商工会議所「ビジネスプラン・
アイデアコンテスト」準グランプリ。

12月、カーテン「SCAPE」完成。
　　LED九州ファイナリスト選出。

LED九州「Makuake賞」受賞

2018年

　

　夫の転勤で仙台市から熊本市に移り、インテリアコーディネー

ターとして働くつもりでした。しかし、すぐに熊本地震に遭って死とい

うものをリアルに感じ、「先延ばしにしてきたことを今すぐしよう」と

決意。もともとモノづくりをしたかったため、たまたま広告を目にした

創業スクールに通い、引っ越し先でも使えるオリジナルカーテンの

製造・販売を計画しました。

　まず試作を重ねました。カーテンの高さの調整システムはシンプル

で分かりやすく、寸法性は水平に保てるようにするなど、スタイルや

品質にこだわり、職人さんと話し合いながら何パターンも作りまし

た。自分が満足できない商品は売れないと思い、「ミシンカフェ」で

ミシンを借りて自ら作ったりもしました。思いを共有できる職人さん

と作りたい。そう思った私はよろず支援拠点にも相談しました。そこ

で出会った縫製工場は私のリクエスト以上のことを楽しんで作って

くださり、勇気を出してよかったと思いました。予定より1年以上遅れ

ましたが、念願の商品が完成し満足しています。

　今年3月、クラウドファンディングサイト「Makuake」（マクアケ）

に公開し、秋にネット販売を始める予定。ネット販売なら、夫の転勤

で移転しても続けられます。もし移転したら、その土地に伝わる

生地を使って商品開発もしたいです。

　起業・創業には、思いを共有する人々に対して謙虚な気持ちを持ち

つつ妥協しないことが大切。職人さんへのリスペクトを忘れず、働き

やすいスタイルで続けていきたいと思っています。

̶̶ 起業のきっかけは？

̶̶ 構想から製造までの過程は？

̶̶ 販売方法は？

̶̶ 起業ではなく、事業承継ですよね？

̶̶ 事業承継はどうですか？

̶̶ 今後への思いは？

　もともとは自宅での英語教室がスタート。そこで親も子どもも交流
できる育児コミュニティを運営したかったのですが、最初は市民団体の
ような活動で収益は出ず、親子との交流、英語教室、家での育児と忙し
く、疲れてしまって…。「続ける体制を築かないと自分が笑顔になれな
い。育児サービスは行政に任せよう」と腹をくくり商品開発を始めま
した。
　今では“０～１歳の赤ちゃんの発達をサポートする”をコンセプトにし
たベビーブランドRACCOを立ち上げ、「背中スイッチ」をキーワード
に、赤ちゃんが胎内にいる感覚で安心して眠れるベビーベッドと離乳
食の赤ちゃんのためのベビー食器SUSURUを展開中です。
　赤ちゃんの発達を知る勉強会や交流会など購入者のアフターフォ
ローも行い、口コミで広がっています。

　商工会議所などからデザイナーや取引先、補助金の活用などを紹介
され、早く相談すればよかったと思いました。手段は変わりましたが、
産後のお母さんたちの心のよりどころになるという起業時の望みも叶っ
ています。課題もありますが、試行錯誤し、すべきことをはっきりさせた
今、経営者として一皮むけた気がします。

̶̶ 商品開発のきっかけは？

̶̶ 創業・起業で頼りになったものは？
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※上記は、起業・創業を支援する機関を業界・団体別に色分け
したものです。起業・創業に対する思いは、漠然としたものか
ら融資や人材育成などの具体的な悩みまで、人それぞれ。上記で
あなたの課題を解決するための支援機関を見つけましょう。

※本ページは「平成27年度 産業経済研究委託事業（女性起業
家等実態調査）報告書」（経済産業者）をもとに作成しています。

国が全国に設置している経営
相談所。起業から売上拡大、
経営改善など経営に関する悩
みに対応しています。

起業・経営をバックアップ 具体的な支援機関は次ページに掲載しています。
各機関のホームページや左記の「起業応援サイト」
などで情報収集をしたり、相談に行ったりしてみてく
ださい。どの機関に相談すべきか迷った場合には、
最寄りのよろず拠点や商工会議所・商工会、市役所、
町・村役場にご連絡下さい。

女性起業家
コミュニティ・
女性支援機関

創業支援機関 金融機関など 行政機関 コワーキング
スペース　など

起業って何？
まずは支援機関が実施するイベントやセミナーに参加してみ
ましょう。起業に向けた最初の一歩を踏み出すことにつなが
るかもしれません。

起業してみたいけど、
何か準備しているわけではない。
支援機関の窓口を訪ねてみましょう。最初は敷居が高いと
感じるかもしれませんが、親切に話を聞いてくれます。また、
支援機関のイベントやセミナーに積極的に参加してみましょう。

起業に向け準備を始めた
起業時に必要な基本知識を支援機関は親切に教えてく
れます。一度相談してみましょう。また、支援機関のイ
ベントにも参加してみましょう。中小企業庁が、「起業」
についてまとめた「夢を実現する創業」というパンフレ
ットを作成していますので、そちらもご覧ください。

起業した
実際に起業すると、起業前には想定していなかったことで
悩んでしまうこともあります。一人で悩まず、気軽に支援
機関に相談してみましょう。また、支援機関が主催するセミ
ナーやイベントに参加することで、人脈の拡大や販路拡大に
つながる場合もありますので積極的に参加してみましょう。

あなたはどのステージ？
起業への一歩を踏み出してみませんか？

起業応援サイト

わたしの起業応援net
http://joseikigyo.go.jp/

九州女性起業家応援ネットワーク 
Petit Ailes
http://petitailes.qshu-nbc.or.jp/

女性起業家応援プロジェクト
LED九州
http://ledkyushu.jp/

未来の企業★応援サイト　
ミラサポ
https://www.mirasapo.jp/

よろず支援拠点
http://www.smrj.go.jp/yorozu/

よろず支援拠点

起業ステージ診断

イベント・ワークショップに参加する

　　　　　　　　　　　　　　　　ママフェスなどのイベント・「働く」を考えるセミナーに参加する

働き方・キャリアについて相談する 業界研究をする

必要資金などお金について学ぶ

投資、ファンド、上場支援を受ける

先輩起業家のロールモデルを知る・出会う

女性起業家との交流会・セミナーに参加する・仲間づくりをする

やりたいことを明確にする、起業するか考える

子育て・介護と両立して働くための準備・情報収集をする

起業までのステップを知る

アドバイザー・専門家の支援を受ける

ビジネスマッチングに参加する・展示会に出展する

ビジネスパートナーとの出会い・販路拡大

ビジネスプランコンテストに応募する

在宅・自宅開業・店舗開業の方法を学ぶ

営業・販路、集客、広報を学ぶ

メンタリング、事業・経営相談を利用する

会計・税や法律・労務など必要な知識スキルを身につける

必要資金の事業計画について相談し、サポートを受ける

女性起業家コミュニティ・女性支援機関

行政機関

コワーキングスペース シェアオフィス　

金融機関など

創業支援機関

起業にあたっては、起業ステージやスタイルによっ
て、さまざまな課題が生じます。それぞれのステー
ジにおいて、多くの方が直面する対応すべき課題
の例を挙げました。それぞれの課題について、どの
ような支援機関が相談に乗ってくれるのか、セミナ
ーやイベントの機会を提供してくれるのかについ
て、それぞれ楕円の範囲により示しています。

支援機関 ステージに合わせた支援機関に相談してみましょう。

今のあなたを支える支援機関

Stage0 潜在的起業希望者層 Stage1 初期起業希望者層 Stage2 起業希望者層 Stage3 起業家

国・自治体などの創業の補助金制度やサポートを受ける

店舗・物件を探す

情報収集段階　具体的準備段階

起
業
前

中小企業庁パンフレット
『夢を実現する創業』


