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福 岡 市 スタートアップ カフェを 利 用して、実 際 に起 業され た方 をご 紹 介！！
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会社情報
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Rocket Road株式会社
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[ 設立 ] 2016年12月
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[ 社員数 ] 2名（2018年5月現在）
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[ 住所 ] 福岡県福岡市中央区白金1-7-23
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[ URL ] http://robo-uni.com/
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ܳުࢃུ͈  إȃ

ܳުஜࢃ͈་اӲȁະհ

ܳުஜࢃ͈་اӳȁهఴ

事業に失敗した後の再就職

ܳުͥࢊ̦زȂܳުࢃ͈ ་  اȂ  هఴ ȃ

事業に失敗したときの世間や家族の反応
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Ĳպ ਔս͈ܳު زȆ ࠐא৪͈ޣג
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ĵ պ ਔս͈ܳު زȆ ࠐא৪͈ޣג
Ķ պ মު̵̥ͥͅڰ྾ݺƦ͈৾ڒං
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ĳպ ਔս ĩزȆ૽Ȇ৾֨୶൝ Ī ̹ͦͣ͛ͅۑ
Ĵպ ྩ୶͈୶̧࣐ະհ Ȇ ఞߚ՛ا
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成長初期

安定・拡大期

※数値は、
それぞれの時期において、各項目を
「課題と感じる」
と回答した人の割合。

「収入の減少」や「事業の成否」についての不安は減少する一方で、「自身の健康や気

成長初期には、環境の変化から、家族の理解・協力が課題と認識されて

力」についての不安が増加。時間の制約がなくビジネスに打ち込める分、自身の健康

いますが、拡大していくほど、量的な労働力の確保から質の高い人材確

や精神状態のバランスを崩してしまうケースも多いのかもしれません。

保が課題と認識されています。

ܳުزηνΣΞͻ͈४ح
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ĵ պ মު̧ͥ́اͺͼΟͺͬএ̞̞̹̾
Ķ պ ྩ୶̧͉̹̞̭̦̥̹́ͤ͂́̈́̽͞

自社の宣伝･PR
量的な労働力の確保

20

※数値は、起業前と起業後で、各項目について
「不安を感じる」
と回答した人の割合。
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Ĳպ ਔս ĩزȆ૽Ȇ৾֨୶൝Ī ̹ͦͣ͛ͅۑ

30

収入の減少、生活の不安定化

ĳպ ز۪͈ޏ་ اĩ ࠫँ Ȇ ॲȆٚࢌ൝ Ī
Ĵպ ਔս͈ܳު زȆ ࠐא৪͈ޣג
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MEN

歳以下

販路開拓･マーケティング

DOWN!

自身の健康や気力の持続

Ĳպ ਔս ĩزȆ૽Ȇ৾֨୶൝Ī ̹ͦͣ͛ͅۑ

事業や経営に必要な
知識・ノウハウの習得

DOWN!

事業の成否

ĳպ ྩ୶̧͉̹̞̭̦̥̹́ͤ͂́̈́̽͞
Ĵպ ྩ୶͈୶̧࣐ະհ Ȇ ఞߚ՛ا

家族の理解・協力
質の高い人材の確保
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DOWN!

社会保障費の負担額（医療、年金、介護等）

Ĳպ ਔս͈ܳު زȆ ࠐא৪͈ޣג
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DOWN!

事業に失敗した後の負債の返済
自身の能力・知識・経験の不足

੫ȆාႢ༆ͅࡉ̹Ȃȶܳު̧̱̹̥̫͉̽ȉȷ

資金調達

DOWN!

人と異なることに挑戦することへの不安感・孤独感
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60

起業前
起業後

UP

仕事と家庭の両立ができなくなること
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DOWN!

ĳպ ਔս ĩزȆ૽Ȇ৾֨୶൝ Ī ̹ͦͣ͛ͅۑ
Ĵպ মު̵̥ͥͅڰ྾ݺƦ͈৾ڒං
ĵ պ ز۪͈ޏ་ اĩ ࠫँ Ȇ ॲȆٚࢌ൝ Ī
Ķ պ মު̧ͥ́اͺͼΟͺͬএ̞̞̹̾

ܳުزηνΣΞͻͅ४̹̱حၑဇ
本データによると、起業家コミュニティに参加した理由として、
「相談相手や知識を

ビジネスのヒントを得るため

得るため」などが並んでいますが、起業に関心のある方々含めて、60％以上はコミュ

起業に必要なノウハウを得るため

ニティには参加していません。参加しない理由としては、参加することにメリットを感

起業支援制度に関する知識を得るため

女性について見てみると、女性は、男性に比べて、家族や友人等の周囲からの起業

（「起業・創業の実態に関する調査」三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）による

の勧めが起業のきっかけになることが多く、また、若い年代は周囲の起業家・経営

と、男性は周囲の起業家や経営者の影響を受けながらも、49 歳以下、50 〜 59 歳

者の影響や周囲の勧め、家庭環境の変化で起業に関心を持っており、年代が上が

共同経営者・従業員を見つけるため

の年代においては、勤務先ではできないことを行うために、そして 60 歳以上は、家

るにつれて、事業に活用できる資格・免許の取得や、さらにその資格・免許を活か

成功した起業家・経営者と知り合うため

族・友人・取引先等の勧めによって起業に関心を持っていることが分かります。

してやりたいことが勤務先でできないといったきっかけになっていることが分かり

販路開拓のため

ます。

じないという理由が 40％以上でありながら、次いで、起業家コミュニティの存在を

起業後の経営に必要な知識を得るため

起業家が起業に関心を持ったきっかけについて、男女・年代別に行われた調査

知らなかったという方が多く、身近にコミュニティがない、という理由もあるようで

起業の相談相手を見つけるため

す。

ܳުزηνΣΞͻͅ४̞̱̈́حၑဇ

Ĳպ ४̭̳͂ͥͅحιςΛΠ̲̞̹ͬۜ̈́͛
ĳպ ܳުزηνΣΞͻ͈ంह̞̹ͬͣ̈́͛
Ĵպ ߃ܳͅުزηνΣΞͻ̦̞̹̈́͛

資金支援を受ける機会を得るため
最先端の情報を集めるため

ĵ պ ڰ൲ඤယ̦ͼιȜΐ̧̞̹́̈́͛
Ķ պ ڰ൲̳ͥশږͬۼ༗̧̞̹́̈́͛

特に具体的な動機はない

ܳުஜࢃ͈་اӱȁྖ௷ഽ

起業家コミュニティに参加していない

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

満足度（％）

[ 引用元 ] 「起業・創業の実態に関する調査」
（ 2016 年 11 月 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング ( 株 ) )

仕事の自由度や裁量

80

仕事のやりがい・達成感

70

業務内容

60

各成長段階を3つに分けてみてみると、

創業期

段階
成長初期

社会的評価

50

仕事と生活の調和
収入

40
30

本業の製品・商品・サービスによる売上がない

売上が計上されているが、
営業利益がまだ黒字
化していない段階

安定・拡大期

売上が計上され、
少なくとも一期は営業利益が黒
字化した段階

創業期

成長初期

成長段階

安定・拡大期

vol.03

第１回は、起業 3 年以内の方々を集めてのフリートーク。8 名の起業家の皆さんに参加いただきました。

階について、創業期と成長初期を比較してみると、いずれの項目

個人事業の方はもちろん、企業オーナーなど業種業界もバラバラの起業家が集まり、それぞれのぶつかっ
ている悩みや課題を共有し、
ざっくばらんに情報交換が行われました。
「税理士ってどうやって選んだ？」
「実際いくらくらい費用をかけている？」
「人材確保の方法は？」

についても、創業期よりも成長初期の方が、満足感が低下してい

など皆さんが抱える課題は様々でした。起業した方同士だからこそ、理解・共感できる部分も多くあるの

ます。起業した企業は創業期や成長初期に直面する様々な課題

ではないかと思います。今後も起業家の皆さんのリアルな声をもとに、起業家の皆さんが参加するメリッ

を解決し、乗り越えていくことによって安定・拡大期を迎え、満足

トを感じていただけるよう、定期的に開催していきますので、
どうぞお気軽にご参加ください！

感が向上していくことが分かります。

福岡市スタートアップカフェ（スタカフェ）で
定期的に開催される様々なイベントを、
レポート♪

『（創業3年以内）起業済みの方限定 フリートーク 〜第1回〜』
スタートアップカフェでは、起業済みの方限定のフリートークイベントを開催しています。

業期よりも起業前の方が、満足感が高く、また、起業後の成長段

起業前

EVENT REPORT

感については、収入を除く全ての項目について、起業前よりも起
ることが分かります。
しかしながら、収入については起業後の創

10

ふぇ
すたか

起業前、及び起業後の各成長段階における、仕事に対する満足
業後の創業期の方が、仕事に対する満足感が格段に向上してい

20

※創業年月
（2006 年 1 月〜 2011 年 1 月）
の法人及び個人事業主 30,000 社 ( うち、
特定非営利活動法人 1,000 法人 )

を対象に郵送で実施したアンケート調査。
回収率 10.9％ ／「2017 年度中小企業白書・小規模企業白書」
（中小企業庁）
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