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第3章 九州管内の主なベンチャー⽀援機関
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九州管内のベンチャー⽀援機関特集①

」：；

株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズ

事業概要

九州最⼤のVCとして福岡のスタートアップシティ化を

・FFG（株式会社ふくおかフィナンシャルグループ）の100%⼦会社
のベンチャーキャピタルとして、ベンチャー企業の設⽴・成⻑ならびにニュービ
ジネスの展開を後押しし、新産業の創出を⽀援。

松永 将幸
（投資事業部 マネージャー）

＜経歴＞
福岡県出⾝。東京⼤学 ⼯学部卒業。
2010年アクセンチュア株式会社⼊社。
戦略コンサルタントとして、通信・メディア・ハ
イテク業界を中⼼に、様々な業界の戦略
策定・新規事業創出・オープンイノベーショ
ンを⽀援。
福岡・九州を⽇本のイノベーション都市にし
たいと考え、2019年よりFFGベンチャービ
ジネスパートナーズにて、スタートアップ投
資・⽀援に従事。

（FFGベンチャービジネスパートナーズ キャピタリストとしての取組について）
新しいことに⾮常に積極的な地銀として知られる福岡銀⾏系のVCとして、あらゆ
るステージ・あらゆる事業領域で、新産業の創出に挑む起業家の皆さまに積極
的に投資を⾏っています。FFGのリソースを最⼤限活⽤しスタートアップの皆さまを
サポートすることで、地域経済の活性化につなげたいと考えています。
私個⼈としても、戦略コンサルタントとして培った経験を活かして、戦略策定・事
業構築・組織マネジメントといった様々な課題を、起業家の皆さまと伴⾛しながら
解決しています。厳しい競争を勝ち抜く起業家の皆さまと同様に、私も⽇本⼀の
キャピタリストになるべく⽇々研鑽を積んでいます。

（FFGの取り組み、X-Tech Match upについて）
スタートアップのテクノロジーを九州の地場
企業にご活⽤いただくべく、FFG取引先
数百社と、FFGベンチャービジネスパート
ナーズ投資先を含むスタートアップ20〜30
社のマッチング商談会を開催しています。
（福岡市2回、北九州市1回）

19年1⽉開催時には、300件を超える
商談が⾏われ、すぐに契約受注に⾄る
ケースもいくつもございました。

こうした商談会に限らず、FFGの持つリソースをスタートアップの事業成⻑にご
活⽤いただけるよう、ハンズオン
⽀援を各キャピタリストごとに
⽇々⾏っています。

（これから起業を⽬指す⼈へのメッセージを）

誰かに未来を聞くのではなく、⾃ら未来を描き創り出そ
うとされていることに⼼から敬意を表します。
まず何から着⼿していいか、どのように事業を成⻑させ
ればいいか、組織を拡⼤するにはどうすればいいか…
確たる正解がなくお悩みになることも多々あるかと思い
ます。

我々はあらゆる知⾒・ネットワークを活⽤することで、悩
み深い起業家の皆さまにとって、良きディスカッション
パートナ・良き仲間と感じて頂けるよう尽⼒いたします。
皆さまとご⼀緒に、より良い未来・より良い⽇本を作り
出せましたら幸甚です。

＜福岡県＞
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九州管内のベンチャー⽀援機関特集②

GxPartnersLLP / 
⼀般社団法⼈StartupGoGo

事業概要

福岡にスタートアップエコシステムを

・GxParstners LLP・・・シード・アーリーステージに投資するベンチャーキャピタル。
ハンズオンを重視。
・⼀般社団法⼈Startup GoGo ・・・アクセラレーションプログラム・オープンイノ
ベーションプログラムの運営。ピッチイベントの主催。コワーキングスペースの運営。

中原 健
（ManagingPartner & COO）
＜経歴＞
⻑崎県出⾝。九州⼤学法学部卒。
2003年国⺠⽣活⾦融公庫⼊社。
福岡を拠点とするアクセラレーター、
StartupGoGoの⽴ち上げから参画。
公庫退社後、2019年にベンチャーキャピタル、
GxPartners LLPを設⽴。投資先へのハンズ
オンに特に注⼒し、リスクマネーの供給だけでな
く販路開拓や次回ファイナンスのサポートを通じ、
スタートアップの成⻑をサポート。また、公庫勤
務時に培ったデットファイナンスの経験を⽣かし、
デット調達のサポートも⾏っている。

（GxPartnersの取り組みについて）
シード・アーリーステージのスタートアップ向けのベンチャー投資をメインに⾏ってい
ます。投資後のハンズオンを重要視してます。時には投資先のCFOの役割を担
いますし、営業も⼀緒にやります。
運営しているファンドは九州オープンイノベーションファンドと⾔います。名前の⽰
す通り、オープンイノベーションを促進することを⽬的としています。
投資先のスタートアップとファンドに出資していただいている⻄⽇本鉄道㈱や㈱
福岡銀⾏などの⼤企業の協業を⽬指して活動しています。

（Startup GoGoの取り組みについて）
福岡市を拠点とするアクセラレーターとして活動しています。
福岡にアジアのスタートアップが集まるエコシステムを形成することをヴィジョンと
しています。
具体的な活動としては、九州最⼤のスタートアップイベントStartupGo!Go!
の開催、アクセラレーションプログラムUPDRAFTの運営、事業会社と連携し
たオープンイノベーションプログラムの企画・運営サポート、コワーキングスペー
ス天神COLORの運営などを⾏っています。

起業といってもやり⽅は様々です。フリーランスとして個⼈での成⻑を⽬指す⼈、
⾃分の理想とするお店を街に構える⼈、ECショップを開業する⼈、いわゆるスター
トアップとしてIPOやM&Aを⽬指す⼈。
起業は⾃分の理想を実現するための⼿段です。⾃分にあった選択肢を⾒つけて
ください。
そして、もしその理想の実現に私たちがお役に⽴てそうならいつでも連絡をください。

（これから起業を⽬指す⼈へのメッセージを）

＜福岡県＞
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九州管内のベンチャー⽀援機関特集③

⼤分県 / 
おおいたスタートアップセンター

事業概要
ONETEAMで創業⽀援を

稲垣 守
（商⼯観光労働部 経営創造・⾦融課）

＜経歴＞
⼤分県に⼊庁。産業振興課、公益財
団法⼈⼤分県産業創造機構出向等
を経て、現在の課の課⻑となる。
様々な業務を通じて、⼤分県内の企
業に関わる。企業のそばに寄り添い、そ
れを施策に反映することに尽⼒。

（⼤分県の取り組み）

（おおいたスタートアップセンターの取り組みについて）

2015年に、創業は新たな雇⽤やビジネスを⽣み出す地域経済活性化の
であり、様々な創業は多様な⽣き⽅を実現する地域の受け⽫として、必要だと
いう思いから、当センターを開設。公益財団法⼈⼤分県産業創造機構が運営。
創業の裾野を広げる取り組みを強化した。以降、年間創業件数が500件を超
える。

（地域の⽀援者との連携）
⼤分に基盤を置く、⼤分ベンチャーキャピタル㈱とは密な連携をおこなっている。
⼤分県内のベンチャー企業への出資を⾏うだけでなく、事業計画や資本政策の
作り⽅のアドバイス等も実施。スタートアップは⾚字期間に多くの資⾦が必要に
なるが、同社を中⼼に、他のキャピタルと連携しながら資⾦⽀援ができている。
デロイト トーマツ ベンチャーサポート㈱とは、⼤分県が主催する様々なイベント
の実⾏⽀援を⾏えている。

（今後注⼒する施作）
経営者の右腕となるような⼈材が不⾜していることが課題で、U・Iターンなどス
タートアップが⼈材獲得につながるような⽀援をしていきたい。

おおいたスタートアップセンターを活⽤しながら、創業の裾野を広げ、その中からス
タートアップと呼ばれる急成⻑を遂げる企業を出していくことを⽬指す。販路拡⼤
や資⾦調達機会の提供を⽬的としてビジネスプランコンテストの開催や、スタート
アップの成⻑を加速させるため、湯けむりアクセラレーションプログラム、関東圏での
活動を⽀援する⼤分カイコウ等を実施。また、⼤分全体で創業の機運を⾼める
ために、創業・スタートアップ関連の県や様々な団体が主催するイベントを⼀⽉に
集約したOITA  STARTUP CREATIVE MONTHを開催。

（起業を⽬指す⽅へのメッセージ）

⼤分県では、スタートアップに限らず創
業を⽬指す⽅を応援していきます。⾃
治体と⺠間などの⽀援機関が連携し
てONETEAMとなって、⽀援を⾏いま
す。
⼤分から上場を遂げた、モバイルクリエ
イト㈱・㈱タイセイ・㈱ザイナス・㈱グラ
ンディーズのような、上場企業の輩出
を⽀援していきます。

・⼤分県内での創業実現を⽬指し、ベンチャー・創業⽀援を⾏う。
・おおいたスタートアップセンターを運営し、起業家が集まる場所として交流ス
ペースを提供。各種創業・スタートアップに関するイベント・プログラムを開催。

＜⼤分県＞
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九州管内のベンチャー⽀援機関特集④

株式会社ASO

事業概要

やりたいことをあきらめずやれるサポートを⾏います

宮井 智史
（代表取締役社⻑）

＜経歴＞
福岡県出⾝。九州産業⼤学卒業後、
ITスタートアップの⽴ち上げに関わる。
縁があって、別府へ移住。⺠間のイン
キュベーション施設のインキュベーション
マネージャーをしながら、創業・起業⽀
援に関わる。2018年（株）ASOを
設⽴し代表取締役就任。

・別府市内にある⺠間のインキュベーション施設Alliance tower Z
にてシェアオフィスを運営。
・⾃治体と連携して⼤分県内の創業・起業⽀援を⾏う。

（これから起業を⽬指す⼈へのメッ
セージ）

⾃分がやりたいことと、⼈が求めている
ことで双⽅が喜び、収益もあり、愛と努
⼒で世の中を良くして欲しいです。そし
て、⾃⾝が得た経験を⽣かして次の世
代に繋いでいってください。応援していま
す︕

（現在やっている取組について）
13年前に別府に移住して、インキュベーション施設を運営しながら、創業・起業し
たい⼈の相談に乗っています。当然⼈によって様々ですが、多いのは起業したいけ
ど何かしたいのかわからない⼈。本当にそれがしたいのかわかっていない⼈。そんな⽅
の話をしっかり聞いて、次に⼀歩となるアドバイスをしています。その時に、本⼈がどう
したいのか掘り起こしができるようにしています。
また、⼤分県内の⾃治体からの依頼で創業⽀援のセミナーを毎年開催しています。
3〜4回ぐらいのコースで、専⾨家も呼びながら、起業に繋がるようなコンテンツを提
供しています（ファイナンス、⼈材など）。

（ASOについて）
別府市にあるアライアンスタワーZと
いうインキュベーション施設の4階に
シェアオフィスを運営しています。
そこで、会員を対象にしたセミナー、
交流会を⾏ったり、補助⾦・助成
⾦の情報の情報提供等も⾏って
います。
主にそこで、代表である私が、

インキュベーションマネージャーとして、
起業や創業の相談を受けています。

また⼊居者間のコミュニティも活発
ですし、様々な仕事をしている⼈たちが集まっています。
「困った時はとりあえず宮井に相談を」と⾔われてよく相談にくることもありますし、

いい環境でできているのではと思います。
起業・創業を⽬指す⼈を⽀援して、起業・創業が増えれば⾃然と地域が活性化

していくのではと思っているので、これからも、挑戦する⼈たちの応援をしていきたいで
す。

施設内の写真

＜⼤分県＞
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九州管内のベンチャー⽀援機関特集⑤

事業概要

「⾃分の⼈⽣をきめるのは⾃分だ」

株式会社ミライラボ

⼟屋 有
（社外取締役）
＜経歴＞
宮崎県出⾝。多摩⼤学⼤学院経営
情報学研究科修⼠課程修了. ㈱ア
イレップ取締役、㈱あいけあ代表取締
役、㈱インターネットインフィニティー執
⾏役員、㈱（⾯⽩法⼈）カヤック事
業部⻑、㈱アラタナ取締役を経て、
2015年より宮崎⼤学地域資源創⽣
学部講師。

・挑戦する企業や個⼈のスタートアップをサポートし、ビジネスモデ
ルの構築に集中するためのインキュベーション・スペース。

（起業を⽬指す⽅へのメッセージ）

やりたいことに対して、たまにリスクばか
りを説明してくる⼤⼈もいますが、やり
たいことを応援してくれる⼈も必ずいま
す。そういった⼈を⼤事にしてください。

最終的に、事業をやるかやらないかは
⾃⾝の判断ですが、やりたいことに出
会ったのであればどんどん挑戦しましょう。

（ミライラボの取り組みについて）
ミライラボでは、九州でU25の起業を⽀援することをメインに活動しています。
具体的には、中⾼⽣を集めて、3ヶ⽉間でアイデアを考え、お⾦を集めて、事業
を始めるようなプロジェクトであったり、U25で起業を⽬指す⽅への創業⽀援プロ
グラム「#U25-kyusyu 」（1件200万円程度の資⾦⽀援、ビジネス⽴上⽀
援）を⾏う取り組みをしています。
ここで⽬指す起業とはスタートアップのようなスケールを⽬指すビジネスだけなく、
地域に貢献できる・地域から必要にされるようなビジネスも対象にしていて、⽴ち
上げのところから⽀援をおこなっています。
そこから⽣まれた企業が成⻑して、地域で循環していったらいいと思っています。

（個⼈、⼤学での取り組みについて）

宮崎⼤学と宮崎銀⾏の共催でビジネスプランコンテストを実施しています。
これは、学⽣のアントレプレナーシップの⾼めるような取り組みをしてほしいとの
地元の経済界の要請もあって2017年から開始しました。
また、学内で起業サークルをやっています。ここでは、必ずしも起業を⽬指さ
ないといけないわけではなく、事業の進め⽅であったり、⾦銭感覚を学んでも
らったりしています。そこからベンチャー起業の社⻑になった⼈もいます。
こういった取り組みもあり、企業意欲が⾼まっててきており、在学中に起業す
る⼈が増加したり、起業後資⾦調達に成功した⼈が出たり、前向きにチャレ
ンジするために休学をするような⽅もでてきたりしています。

（今後やっていきたいところ）
⽇南市でローカルベンチャーの育成のプロデューサーとしての活動もしています
し、⼤学にこだわらず、各⾃の⾃⼰実現や地域社会の課題に対して情熱を
持った⽅への事業の⽴ち上げからサポートをしていきたい。グローバルをめざす
ようなものに限らず、裾野を広げることをしていきたいでです。

＜宮崎県＞
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九州管内のベンチャー⽀援機関特集⑥

mark MEIZAN

事業概要

⿅児島の未来に、マークする

油井 佑樹
（ビジネスプロデューサー）

＜経歴＞
東京都出⾝。2014年さくらインター
ネット（株）に⼊社し、スタートアップお
よびコミュニティ⽀援に従事。2017年2
⽉に福岡オフィスの開設、同年4⽉に
Fukuoka Growth Nextの開設に携
わる。2019年2⽉、mark MEIZAN
の開設に携わり、プロデューサーに就任。

（mark MEIZANについて）
＜ミッション︓ ロールモデルの継続的創出＞
様々な業種や業態、 ⽂化と組み合わせ、共鳴を起こす。 これまでの価値を良い
意味で刷新し、 ⾼効率な価値拡⼤を⽬指す。継続的に好循環するエコシステム
の実現の重要なステップとなる、ロールモデルの継続的創出に貢献する。
＜取り組み＞
クリエイティブ産業の成⻑のため、多⾓的に経済成⻑の⼿助けとなるネットワークを
提供し、クリエイターのためのハブ施設を⽬指す。⼊居者や事業者の、課題や進捗
状況を確認しながら、経営相談や資⾦調達、販路開拓などに関する⽀援を⾏う。

・2019年2⽉に⿅児島市が開設。クリエイティブ産業の創出とス
タートアップの拠点施設を運営し、起業したい⼈の育成と成⻑を
⽀援する。

（⿅児島との縁とこれまでの取り組みと想い）
さくらインターネットに⼊社後、最初にスタートアップと関わったのが㈱ユニマルという⿅児
島のスタートアップだった。「場所をこえる。⼈をつなぐ。」という㈱ユニマルの理念に共感
し、東京ではなく地⽅においてもスタートアップがチャレンジできる環境を作ることができ
ればと思い、⿅児島においても、スタートアップおよびエンジニアリング関連のイベントを
定期的に開催。⿅児島には優秀なエンジニアが⼀定数いることから、エンジニアに
フォーカスをあてたイベント「SAKURAJIMA HOUSE（さくらじまハウス）」を開催。2
年に1度開催しており、2020年には約300名が集まるイベントへと成⻑。⿅児島のス
タートアップや起業を志す⼈達が集まる場所を、mark  MEIZANが担うように、東京
や福岡でのネットワークを活かし、様々なものを⿅児島に提供していきたいと考える。

（これから起業を⽬指す⼈へのメッ
セージ）

「解決したい課題」や「実現したい世
界」がある⽅は、戦略を持った上で、圧
倒的に⾏動しましょう。質ももちろん⼤
事ですが、圧倒的な量は質を凌駕す
ることが多々あるため、⾏動しながらアッ
プデートしていくことが⾮常に重要だと
考えています。⾏動の⽅法や対象につ
いて、全⼒で⼀緒に考えて動いていき
ます。何でも⾔ってください︕

＜⿅児島県＞
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九州管内の主なベンチャー企業⽀援機関⼀覧

・⽀援内容 VCとしてベンチャー投資
・⽀援対象、ステージ︓⻄部ガスグループとの事業シナジーがある企業に加えて、あらゆるステージ全般
・問い合わせ先︓https://sg-incubate.jp （CONTACT）
・概要︓新たな価値の創造に挑戦する企業を⽀援し、よりよい社会や未来を実現することを⽬指す

SGインキュベート㈱

・⽀援内容 VCとしてベンチャー投資、⼤学発ベンチャーの事業化⽀援
・⽀援対象、ステージ ︓分野・ステージを絞らない
・問い合わせ先︓info@ffg-venture.co.jp
・概要︓従来の地銀系ベンチャーキャピタルの枠に収まらない、スケールの⼤きなビジネスを⽬指し、

地域のためそして多くのベンチャー企業のために尽⼒する

㈱FFGベンチャービ
ジネスパートナーズ

・⽀援内容 VCとしてベンチャー投資
・⽀援対象、ステージ︓プレシード、シリーズAのアーリーステージ
・問い合わせ先: https://fgnabbalab.com （CONTACT）
・概要︓ジャンルを限定せず世の中をエキサイティングにする「モノ・コト」を⽣み出すアイデアを持った

スタートアップへ投資・育成・社会実装の⽀援を⾏っていく

㈱FGN ABBALab

・⽀援内容 VCとしてベンチャー投資、学⽣向けイベントの開催
・⽀援対象、ステージ ︓プレシード、シードステージのスタートアップに投資
・問い合わせ先: https://f-ventures.vc （CONTACT）
・概要︓世界を変えるような福岡の若き起業家を発掘・育成し、10年後20年後の⽇本の経済を率いる

スタートアップを輩出する

F Ventures LLP 

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

・⽀援内容 ︓VCとしてベンチャー投資、⼤学発ベンチャー⽀援
・⽀援対象、ステージ ︓プロジェクト段階⼤学発ベンチャーからアーリーステージまで
・問い合わせ先︓http://qbc.co.jp （お問い合わせ）
・概要︓東京⼀極集中から脱却し、九州からアジア・グローバルマーケットを⾒据えた地域発イノベーションの

創出を⽬指す

QBキャピタル(同)

福岡県福岡市
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九州管内の主なベンチャー企業⽀援機関⼀覧

・⽀援内容 ︓VCとしてベンチャー投資、アクセラレーターとしてスタートアップの育成・イベント開催
・⽀援対象、ステージ ︓シード、アーリーステージ
・問い合わせ先 ︓https://gxpartners.vc ／ https://startup-gogo.com （Contact）
・概要︓パートナーのリソースをかけあわせて、資⾦提供だけなく、シード・アーリーステージのスタートアップに

⾜りないリソースを補い、スタートアップの成⻑を促す

GxPartners LLP
(⼀社)StartupGoGo

・⽀援内容 :VCとしてベンチャー投資
・⽀援対象、ステージ︓シード、アーリーステージ中⼼にバイアウトまで幅広く
・問い合わせ先︓http://www.jafco.co.jp （お問い合わせ）
・概要︓ 1983年開設後、九州で累計37社のIPOに関与。東京本社で福岡拠点を持つ数少ないVCとし

て、 投資と共に様々な知⾒・ネットワークの提供を通じ域内のベンチャー企業の成⻑をサポート

㈱ジャフコ九州⽀社

・⽀援内容 :VCとしてベンチャー投資、創業⽀援（福岡市スタートアップカフェでの起業相談対応）
・⽀援対象、ステージ︓シード・アーリー中⼼にミドルステージも
・問い合わせ先:https://dogan.vc （CONTACT）
・概要︓付加価値の⾼い新産業の創出を通じて地⽅を豊かにする」を理念におき、九州経済への貢献が期

待されるプロダクトを持つスタートアップのチャレンジをサポート

㈱ドーガン・ベータ

・⽀援内容︓VCとしてベンチャー⽀援、企業コンサルティング
・問い合せ先︓http://www.hibishincapital.com （お問い合わせ）
・概要︓次世代を担うベンチャー企業に対して、投資・コンサルティング・コーディネート（提携）を⾏い、

更なる企業価値の創造を⽀援する

ひびしんキャピタル㈱

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県福岡市

福岡県北九州市

・⽀援内容 ︓ベンチャー企業の成⻑⽀援、GrowthPitchの運営⽀援等
・問い合わせ先https://www2.deloitte.com/jp/ja/ 

pages/aboutdeloitte/articles/dtvs/dtvs.html（お問い合わせ）
・概要︓挑戦する⼈とともに未来をひらく」をミッションに、ベンチャー企業・⼤⼿企業・官公庁／地⽅⾃治体

等が協働し、数多くのイノベーションを⽣み出す世界を⽬指し活動する

デロイト トーマツ ベ
ンチャーサポート㈱

福岡県福岡市
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九州管内の主なベンチャー企業⽀援機関⼀覧

・⽀援内容 ︓創業⽀援型のコワーキングスペースの運営
・費⽤︓コワーキングスペース固定席12,000/⽉、1,000円/⽇ 他
・問い合わせ先︓http://compass-kokura.com （TEL:093-513-5300）
・概要︓ 「⽇本⼀起業家に優しい街」のシンボルとして市内全般の創業を⽀援する中核施設となることを

⽬指す

COMPASS⼩倉

・⽀援内容︓VCとしてベンチャー投資、コンサルティング業務他
・⽀援対象、ステージ ︓佐賀銀⾏の本⽀店が所在するエリアの企業
・問い合わせ先︓http://www.sagin-capital.co.jp （TEL:0952-29-7968）
・概要︓平成3年3⽉の設⽴以来、創業期のベンチャー企業、新分野進出など新規事業に取組む企業、

株式公開を志向する企業等の皆さまに対し投資業務を通じ成⻑を⽀援を⾏う

㈱佐銀キャピタル
＆コンサルティング

・⽀援内容︓コワーキングスペースの運営、各種イベントの開催
・費⽤︓ブース5,170円/⽉、スペース利⽤無料
・問い合わせ先︓https://co-dejima.jp （TEL:095-800-1390）
・概要︓成⻑が⾒込まれるスタートアップ企業やそれを⽬指す⽅、企業、⼤学、⾦融機関など様々な⼈材が

交流し、アイデアや技術を⾼め合うことで、新たなサービスを形にするための拠点

CO-DEJIMA

・⽀援内容︓VCとしてベンチャー等投資、コンサルティング業務他
・問い合わせ先︓https://higincapital.co.jp （TEL:096-311-5922）
・概要︓熊本発から世界に⽻ばたいていくベンチャー企業の成⻑⽀援を後押しする。グローバルに活躍する

熊本発ベンチャー企業の創出、成⻑⽀援に繋げ、持続可能な地域づくり に貢献する

肥銀キャピタル㈱

福岡県北九州市

佐賀県佐賀市

⻑崎県⻑崎市

熊本熊本市

・⽀援内容 ︓コワーキングスペースの運営、アクセラレータープログラム他各種イベント開催
・費⽤︓コワーキングスペース:1席15,000/⽉、1,500円/⽇、500円/時間 他
・問い合わせ先︓https://growth-next.com/ja （CONTACT）
・概要︓豊かな未来を創造するアイデアを持つスタートアップを⽀援する官⺠共働型施設。創業⽀援に特

化しアイデアが交換され、形となり、世界をより希望と期待に溢れたものに発展させることを⽬指す

FukuokaGrowth
Next

福岡県福岡市
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九州管内の主なベンチャー企業⽀援機関⼀覧

・⽀援内容︓VCとしてベンチャー投資、コンサルティング等
・⽀援対象、ステージ︓⼤分県内スタートアップを中⼼に、それ以外のエリアのスタートアップも対象
・問い合わせ先︓https://www.oita-vc.co.jp （TEL:097-543-1919）
・概要︓勇気を持って変化にいどみ 未来を信じ明⽇を開く 起業家のあなたのために

⼤分ベンチャー
キャピタル㈱

・⽀援内容︓コワーキングスペースの運営および創業・スタートアップ⽀援セミナー等の実施
・料⾦︓交流スペース300円／⽇
・問い合わせ先︓https://startup.oita.jp （TEL:097-534-2755）
・概要︓挑戦と情熱で溢れるあなたを応援します

おおいたスタートアッ
プセンター/⼤分県

・⽀援内容︓シェアオフィスの運営。起業・創業⽀援
・費⽤︓⼊居︓11,000円/⽉、ドロップイン︓550円/2H、2200円/⽇
・問い合わせ先︓http://alliance-share.com （お問い合わせ）
・概要︓⼈が集い、⼈が繋がる、本⾳で話せるワーキングスペース

㈱ASO

・⽀援内容︓ VCとしてベンチャー投資、コンサルティング
・問い合わせ先:http://www.miyagin.co.jp/kabunushi/a_group/index.html

（TEL︓0985-20-0822）
・概要︓ニュービジネスの育成、強化のための資⾦調達のお⼿伝いや、株式公開に関する⽀援業務を⾏う

宮銀ベンチャー
キャピタル㈱

・⽀援内容︓VCとしてベンチャー投資
・問い合わせ先: https://www.taiyocapital.co.jp （TEL:0985-60-6395）
・概要︓「未来の可能性を太陽といっしょに」

IPOだけを⽬指したものだけでなく、創業⽀援・成⻑⽀援に重きを置いた投資活動を⾏う

㈱宮崎太陽
キャピタル

⼤分県⼤分市

⼤分県⼤分市

宮崎県宮崎市

⼤分県⼤分市

宮崎県宮崎市
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九州管内の主なベンチャー企業⽀援機関⼀覧

・⽀援内容︓廃校を活⽤したベンチャー向けオフィス、コワーキングスペース等の運営
・料⾦︓15,000/⽉(KIW施設全て利⽤可)、ドロップイン︓500/⽇
・問い合わせ先︓https://mukasahub.com/ （TEL:0985-83-0306)
・概要︓思い出が残る学び舎を、ベンチャーや起業家が集まる地域ビジネスのコミュニティとして蘇らせる

KIW
MUKASA-HUB

・⽀援内容︓コワーキングスペースの運営、イベントの企画
・料⾦︓個室:60,000円〜/⽉、フリーアドレス席:8,000〜/⽉、1,000円/⽇
・問い合わせ先: https://atomica.co.jp (TEL:080-4094-6862)
・概要︓所属の垣根を超え、様々なプロフェッショナルが、時には仕事、時には⾷、時にはイベントで交わるこ

とのできる共創の空間を作り出す

㈱ATOMica

・⽀援内容︓ワークスペースの提供、経営アドバイス、ベンチャー⽀援・投資
・費⽤︓無料
・問い合わせ先︓https://mirailab.in (お問い合わせ）
・概要︓挑戦する企業や個⼈の スタートアップをサポートし、ビジネスモデルの構築に集中するための インキュ

ベーション・スペース

㈱ミライラボ

・⽀援内容︓コワーキングスペース、オフィスを運営。各種イベントの開催。
・費⽤︓交流スペース無料、オフィス:26,000〜152,000/⽉
・問い合わせ先: https://mark-meizan.io （TEL:099-227-1214）
・概要︓クリエイティブ産業の創出と、スタートアップ⽀援の拠点施設であるとともに、起業したい⼈の育成と

成⻑を⽀援するビジネス・インキュベート施設

mark MEIZAN

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

宮崎県宮崎市

⿅児島県⿅児島市


