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EVENT REPORT 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 な々イベントを、レポート♪
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Concierge ReportFinland and Estonia

日本だけが市場じゃない。

ヨーロッパに見る
スタートアップ事情
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Estonia  / Tallinn

Finland / Helsinki

Co 相 相談窓口ありコワーキングスペースあり

バルト三国の一国であるエストニアは、英語はもちろんのこと、ロシア語やフィンランド語など様々な
多言語が飛び交う国際色豊かで、平和な国です。ソ連支配下にあった歴史もあり東欧の印象を持つ
方も多いですが、実はスカンジナビア半島とのつながりが強く、ドイツなどの EU強国との距離的な
近さとエストニアが世界に誇る ICT 技術（情報通信技術）を軸に、海外からのビジネスの呼び込みに
も熱心です。

去る５月、福岡市がMOU（覚書）を締結していることでも知られる、

スタートアップの先進２都市：タリン市（エストニア）、ヘルシンキ市（フィンランド）に、

スタートアップカフェのコンシェルジュが視察に訪問しました。

九州半島ほどの国土面積ながら、人口は福岡市とほぼ変わらないエストニアは、その国家戦略
の１つとしてスタートアップ支援を早くから提唱し、力を注いできたことでも知られています。毎
年開催されている、ヨーロッパでも最大級のテック系スタートアップイベントLatitude 59 は、そ
んなエストニアの姿を代表するイベントの１つ言えます。

国内外のスタートアップを支援するインキュベーション施設も整っており、スタートアップビザ
や e-Estonia（エストニア電子政府）で知られる、国外からの企業登記も可能なビジネスフレンド
リーな電子的システムで、ヨーロッパ内外のスタートアップが集まりやすい場所の１つです。そ
んなインキュベーション施設の１つである「Tehnopol」では、７０人以上の登録メンターが存在
し、毎週パネルディスカッションを実施。専門のコンサルティング等、スタートアップが立ち上げ
に必要なサポートが常に得られる状況を提供しています。現在、６００以上のテック系スタート
アップがエストニアに集中しているのも、このような手厚い支援が受けられる施設とスタート
アップビザという存在があるからでしょう。

Latitude 59では、エストニア大統領も出席。▶

天神、大名、博多の福岡市中心エリアの
コワーキングスペース、起業の相談がで
きるお役立ちスポットをまとめました！
是非ご活用ください♪

海を挟みエストニアの北に位置するヘルシンキ市も、スタートアップに力を入れている都市の１つ
です。まだスタートアップビザの発行はしていないため、海外事業者にとってビジネスビザの取得は
参入障壁として存在はしますが、MOUを締結している福岡市からの紹介企業であればインキュベー
ション施設「New Co」を通じてビザ取得のためのサポートも受けられます。New Co がサポートして
きた１０００企業のうち、３０%が国外企業であるという実績もあるNew Coでは、移民者へのア
ントレプレナーシッププログラム等も強化項目の１つとして存在するなど外国人の受け入れと、起業
支援プログラムもTehnopol に劣ることなく充実しています。

今後、エストニアとヘルシンキ間はトンネルにて結ばれる話も出ており、その経済効
果としてGDPを２～４％は押し上げるだろうとも言われています。今後もこの２都市
のスタートアップビジネスにおける繋がりと可能性は見逃せないものがあります。
MOUにより、上記で紹介したインキュベーション施設の使用は福岡市からの紹介が
あれば利用可能なことも魅力の１つ。まずは、参入障壁の低いエストニアにてヨー
ロッパ市場展開を模索してみるのも１つの事業機会かもしれません。

日本だけが市場じゃない！ヨーロッパに見るスタートアップ事情
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OnRAMP

[住所] 福岡市中央区大名２丁目４-22 新日本ビル３F　[TEL] 050-3537-3734
[営業時間] 平日 9:00～18:00（受付可能時間）※24時間利用可能な会員区分もございます。

"OnRAMP" は、成長を加速するオフィスで
す。場所は地下鉄空港線「赤坂駅」から徒
歩1分の好立地。
若いスタートアップへの投資を行うベン
チャーキャピタル "DOGAN beta" も入居し
ており、1人でも、仲間同士でも、ここには
成長を促す出会いがあります。

1 5

西日本シティ銀行「NCB創業応援サロン」

[住所] 福岡市中央区天神２丁目５-28西日本シティ銀行大名支店ビル7階　[TEL] 0120-713-817
[営業時間] 平日 9:00～17:00

NCB 創業応援サロンでは、専門スタッフで
ある創業カウンセラーが、事業計画の作成
から資金調達のご相談、更には創業後の
問題解決などあなたの創業を全力でサ
ポートします。また、毎月セミナーや創業者
交流会も開催しております。創業者の皆さ
まの相談・交流拠点として、お気軽にお立
ち寄りください。
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アミカス

[住所] 福岡市南区高宮３丁目３-１　[TEL] 092-526-3755  [FAX] 092-526-3766
[営業時間] 平日・土曜日 9:30～21:30 ／日祝日　9:30～17:00

アミカスでは、起業を目指す女性を対象
に、起業に役に立つ知識や ITスキルを学
ぶ研修を行っています。

□女性の起業 IT 活用セミナー
起業に必要なネットスキルを学ぶセミナー
※平成 29 年 9月頃実施予定
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The  Company

[住所] 福岡市博多区祇園町８-13 第一プリンスビル１Ｆ・２Ｆ　[TEL] 092-710-7050 
[営業時間] 平日8:00～22:00 ※オフィス区画・固定席は365日利用可能区分もございます。

「ワークリンク」と「マルチロケーション」を
キーワードに、単なる空間のシェアではな
く、コミュニティの構築を。 オリジナル
SNSで繋がり、仕事をつくり、仲間を増や
す。 働き方が変わる時代の新しいワークス
ペース。コワーキングスペースだけでなく、
会議室やイベントスペース等もご利用いた
だけます。
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天神COLOR

[住所] 福岡市中央区天神１丁目15-５天神明治通りビル２Ｆ　[TEL] 092-736-6623
[営業時間]  平日 9:00～17:00 （電話受付時間）

天神ＣＯＬＯＲはスタートアップとフリーラ
ンスのためのコワーキングスペース。会員
になると登録されたニモカが入室キーに。
24 時間、365日好きな時に利用可能。入居
者だけが受けられる成長プログラムや資
金調達等の専門サポートなども充実。入居
者同士のコミュニティではそれぞれの専門
性を活かした相互交流も活発。

アントレプラザ ibb Tenjin Point

[住所] 福岡市中央区天神２丁目-３-36 ibb fukuokaビル５Ｆ　[TEL] 092-737-6360
[営業時間] 9：00～22：00 ※365日利用可。但し、受付スタッフ対応時間 9：00～17：00（平日のみ）

民間最大級のインキュベーション施設
（ibb fukuoka）内のTenjinPoint はソフト
面のサービスが充実していることが特長
です。先輩起業家もベンチャーフロアに入
居しているので人脈が広がるだけでなく、
様々な経営の課題も先輩起業家や支援者
がサポート！起業に必要なセミナーやス
クールも開催しており、起業の段階に適し
たオフィス仲介も可能！

福岡商工会議所

[住所] 福岡市博多区博多駅前２丁目９-28　[TEL] 092-441-2161／2162
[営業時間] 平日 9:00～17:00　[Web] http://www.fukunet.or.jp/

福岡商工会議所では、これから創業する方
の課題や悩みをサポートするため、無料の
相談窓口を設置しています。当所経営指導
員がお話を伺い、必要に応じて中小企業
診断士等による専門相談窓口（要予約）を
ご案内します。また、短期間で集中的に創
業のための知識を習得する起業塾も開催
しています。（次回開催予定：福岡起業塾
10月、女性起業塾 2月）

日本政策金融公庫 福岡ビジネスサポートプラザ

[住所] 福岡市博多区博多駅前３丁目-21-12　[TEL] 0120-154（行こうよ！）-505（公庫）
[営業時間] 平日 9:00～17:00

100％政府出資の政策金融機関である日
本政策金融公庫は、創業企業を積極的に
支援しています。 
経験豊富な専門スタッフがじっくりとご相
談を承ります。創業に関する素朴な疑問か
ら創業計画書の作り方、融資審査の進め
方など、お気軽にご相談ください！
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