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FUKUOKA CITY

人材マッチングの対象となる
スタートアップ企業

創業から５年を超える企業等に対しても、ご登録の上、相談対応や企業情報の
発信などを行う支援メニューもあります。お気軽に下記からお問合せください。

本サービスご利用の流れ

なお、本サービスは株式会社ドーガンが提供しております。
　有料職業紹介事業許可取得　許可番号:40-ユ-300550

＊既存事業と異なる事業分野に取り組む企業などが対象です。

スタートアップ人材マッチングセンター
検索

●創業５年以内の企業・個人事業主
●一定の第二創業に取り組む企業*    

採用・雇用の悩みを
無料で弁護士等に相談できる
雇用契約や就業規則の見直しもできます。

発行／福岡市スタートアップカフェ 　　編集長／吉見 喜恵 （福岡市スタートアップカフェ）　　デザイン／南野 佐代子 （株式会社九州TSUTAYA） ※本誌の無断転載・掲載禁止
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Member
Interview

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！！

株式会社 Pear ／ 島井 尚輝さんスタートアップカフェメンバーインタビュー #07

EC 店舗を持つ事業者向けに、店舗の課題発見と、その課
題を解決するための施策の提案を自動で行うコンサルティ
ングサービスを行っています。EC のコンサルティングを行う
会社は非常に多いのですが、売上が上がらず悩んでいる店
舗が平均月 10 ～ 20 万かかるコンサル料を払うことはなか
なかできない。そういう人たちを救える事業をやりたいと
思って、コンサルを自動化できるものはないか？という発想
から作った会社です。 

起業に興味を持ち始めたのは大学 2 年の終わりです。 大
学ではプログラミング的思考の基礎を身に着けることがで
きたので、サービス開発については独学で勉強しました。お
絵かきアプリをコンテストに出してみたり、プログラミング団
体を立ち上げたりもしながら、3 年次に、学生でありながら
お金を稼ぐ勉強をしたいと、フリーランスとして起業したの
がきっかけです。 

Q．現在のビジネスについて

Q．起業されたきっかけは？

起業時は右も左もわからなかったので、とりあえず未来は
明るいだろうと猛進していました。起業後は、今こうするとこ
ういう状態になる、というようにロジックで考えられるように
なりました。データで考えるようになったことが変化だと思
います。全てにおいて根拠が必要になりました。 

Q．起業したことでの変化

「思いついたら即、行動。」を座右の銘にしています。 私自
身、やりたいことをやりまくった（行動した）ことがとても良
かったです。一見関係ないようなことでも、行動したことが最
終的にビジネスにつながるということも大いにあります。現
在は、社員も20 名になり、トータル 1 億円ほど出資を受けて
いますが、創業メンバーやサポートしてくださる方々に出会
えたのも、行動し続けたからだと思います。 
最初はわからないことがわからないんですよね。わからな

いことを知るためにも行動する。私自身「そんなこともわから
ずに起業するのか」とバカにされながらも、飛び込んでいき
ました。恥ずかしいをさらけ出すと徐々に情報が集まってき
ます。 福岡はまだまだ若いスタートアップは少ないです。だ
からこそ目立つことができます。そういう意味で、福岡で起業
するのは狙い目です。 
ビジネスについていえば、ついつい戦術ばかりを求めてし

まうのですが、戦略をどういう風にしていくかが非常に重要
です。コアバリューとビジョンもできるだけ早い段階で決め
ておくことをオススメします。 

Q．これから起業する人へ

スタートアップカフェは一言で言えば、知識の宝庫ですね。 
ベンチャー企業の社長からの紹介で起業を目指した 2 ～
3ヵ月後に起業相談で初めて行きました。ビジネスプランや
ビジネスモデルの相談から、弁護士・社労士などの専門家
の先生にも相談しました。電源・wi-fi も使えて作業できる
スペースが無料開放されている場所ってなかなかないので
とてもありがたかったです。相談できる人もついているし、本
も、座りやすいソファもあり、イベントにも参加できる。
Fukuoka Growth Next に入居前は、スタートアップカフェに
朝来てそのまま 22 時まで一日作業する日も多かったです。
スタートアップカフェ以外にも色々な方々のサポートも受け

Q．スタートアップカフェの魅力について
株式会社 Pear
[ 設立 ] 2017年8月3日
[ 社員数 ] 20名（2018年9月現在）
[ 住所 ] 福岡県福岡市中央区大名1丁目
　　　  5-3 エスパース大名5F
[ URL ] https://pear.jp/

会社情報

ましたが、スタートアップカフェがなかったら、起業できな
かったと思います。 

会員限定特典

起業家の味方 !
STARTUP 

CAFE CLUB

※掲載順は順不同です。



この他にもたくさんの特典があります！ 詳細は、「福岡市スタートアップカフェ公式サイト」をご覧ください！→

[ 会員特典で解決！ ]

設備・備品

最新のデジタルガジェットを活用したい。
限られた予算内で、スペースを作りたい 

[  会員特典で解決！ ]

学習

経営について学びたい。
ビジネススキルを学びたい。

[  会員特典で解決！ ]

WEBデザイン

ホームページを作りたい。
会社のロゴ、チラシを低価格で外注したい。 

[  会員特典で解決！ ]

広報

会社PR動画を作成したい。
プレスリリースの効率化を図りたい。

[  会員特典で解決！ ]

決済

海外から支払いを受け取りたい 。
クレジット決済を受けたい。

[  会員特典で解決！ ]

語学

ビジネスの交渉で使える会話レベルを身につけたい。 
翻訳サービスを探したい 。

[  会員特典で解決！ ]

コワーキングスペース

登記対応できるコワーキングスペースを探したい。
少人数で使えるシェアオフィスを探したい。  

[  会員特典で解決！ ]

クラウド会計

経理知識がないが、自分で経理処理はしなければいけない。
本業が忙しくて会計に手が回らない。

3ヶ月標準プランで利用可能f r eee

MFクラウド会計 3ヶ月無料クーポンプレゼント

各プラン初期登録費用無料、
ウェブ制作関連の方は月額ずっと
30％OFF

シェアオフィス
天神BASE

サーブコープ
ジャパン

（サービスつきレンタルオフィス）
12ヶ月固定契約の場合、初期2ヶ月間
無料
（バーチャルオフィス）1年間月額メン
バーシップ料金10％OFF  

・特典内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 

・特典のお問い合せは「福岡市スタートアップカフェ」へお願いします。

 （各企業へのお問い合わせはご遠慮ください。） 

・掲載情報は、2018年8月31日現在のものです。 

STARTUP CAFE
CLUB 会員特典
ご利用方法

１.まずは会員登録をお願いします。
2.メンバー登録後、スタートアップカフェ窓口にて会員証を提示し、

　申込書の申請をお願いいたします。
会員登録はこちら。
※会員区分は「カフェクラブ」を

　選択ください。

会員情報変更や会員証の

ダウンロードについてはこちら。

注 意 事 項

映像制作サービス
1～５分の映像を5万円でご提案 

ロックハーツ

@Pres s
プレスリリース配信3回
（通常3万円）を無料提供 

松竹梅、３つのプランにて提案 
クラウディア
ホームページ作成
パッケージプラン

ランサーズ
20,000円以上のご依頼で
10,000円割引きサービス 

高性能PC G-GEAR VIVEなどの
VR機材無料貸出、
店舗商品購入でポイント＋10％ 

ツクモ福岡店
デジタルガジェット
貸出サービス

月額5万円を専用の
プレミアムコードで9,800円、他

ペンシル
アカデミー

IKEA
インテリアプランニングサービス
9,900円/1部屋が無料

ペイパルの導入サポート無料ペイパル

GMO PAYMENT 
GATEWAY

初期費用90％OFF、
固定費用0円、
カード手数料3.0％～、他

30回以上のコース入会金半額、
60回以上のコース入会金無料

Gaba マンツーマン
ビジネス英会話
レッスン

WOVN. io
Webサイト
多言語化ツール

Webサイト多言語化アドバイザー
の無料相談 

スタートアップする起業家にとって、どれだけ低投資で開業できるか、お金だけでなく、時間を節約して最大限の成果をいかに生み出すかという点は重要な課題です。

スタートアップカフェクラブでは、創業を目指す起業家・創業間もない企業が、限られたリソース（資源）を有効活用頂けるように、便利なサービスを、協力企業より特典付きで提供頂いています。

会員限定特典で、 も も節約！時間時間 コストコストSTARTUP CAFE CLUB
Member Benefit


