STARTUP CAFE

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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九州ふるさと村
代表 髙尾 皓皖さん / 眞理枝さん

FUKUOKA CITY

Q．
起業について

Q．起業されたきっかけは？
もともと韓国や高麗人参そのものに対して関心があっ

能力の有無ではなく、やる気の有無が優先すべきことな

たわけではありません。28 歳の時、1 回目の起業で、事業

のではないかと私は思っています。
「資金ができたら」
「○

の拡大に際し資金繰りがうまくいかず、40 歳で多額の負債

○ができたら始めよう」はおそらく一生できません。走りな

を抱えて倒産し健康保険に入れなくなりました。資金も人

がら考える、やりながら一つ一つを補足していくこと、まず

脈もなく、あるのは自分と体の健康だけ。何をするにも健

やってみよう！という気持ちが大事なのではないでしょう

康でいなければならなくなりました。そこから、自らの健康

か。始めたら動きを止めないこと。そのためにも健康は重

を意識して考え始め、約 16 年間は、いくつかの起業を試

会社情報
九州ふるさと村
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[ 社員数 ] 2名（2018年7月現在）
[ 住所 ] 福岡市中央区梅光園団地１アーベインルネス
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Q．” 九州ふるさと村 ” について教えてください
韓国栽培農場センターで完全無農薬・化学肥料不使用
で栽培されている食材用生鮮高麗人参新芽（高麗忍者）を

要です。できなかったら何が原因かはきちんと考えます。

みたが上手くいかず、56 歳の時、健康産業に出会い負債

そこから今できることは何か、実現するためのことを考え

を解消しました。高麗人参新芽との出会いは 2012 年の秋

る。
とにかく動かないと、相手にしてもらえるか、してもらえ

です。その後も紆余曲折、意見の食い違いから現地のパー

ないかわかりませんから。個人的にはお金を借りてまで起

トナーとの関係が壊れた経験もあります。その悔しさや反

業するよりも、自分ができる範囲のことで大きくしたほうが

骨心から、一昨年の 8 月に自分でやると決めたものの、ど

良いと思います。資本金０円で起業することをおすすめし

こからどう手をつけていいかもわかりませんでした。無料

ます。
（皓皖さん）

で聞けるセミナーは月に 10 回以上は行きましたね。ス

私たちはいつもお酒を飲みながら、うまくいかないこと

タートアップカフェのセミナーやイベントも活用させてい

は「どうしたらよいんだろう」をとことん話し合うようにして

ただきました。

います。
「できることを考える」ことしかしていないのかもし
れませんね。
（眞理枝さん）

Q．
起業したことでの変化
今回の起業による私の心の中の変化は大きいですね。

Q．
これからやりたいこと

事業を始めたときは、何が何か全くわからず、動けといわ

現在は生鮮健康野菜として飲食店を中心に卸していま

れて実際に人と会っても、何を話せばよいかがわかりませ

すが、将来的には、家庭の食卓でも皆さんに召し上がって

んでした。今はその不安がなくなり、どこでも行けば何とか

いただき健康になってもらいたいと思っています。

なるという自信が持てるようになりました。
（皓皖さん）

「九州ふるさと村」の建設というのが私たちの人生の最

飲食店中心に健康野菜として卸販売しています。高麗人参

このままで大丈夫かな？と不安になるときも、もちろん

終目標です。その実現のために、やりたい

新芽はフレンチや日本料理、最近ではイタリアンレストラ

ありましたが、最近、出会う方たちも変わってきました。そ

ことはまだまだ沢山あり、さらに事業を拡

ンとも取引が始まりました。
また、九州から東京にも進出、

れぞれが自分をしっかり持たれていて、常に前向きに挑戦

大していく必要があります。
これからもたく

直近ではミシュラン２つ星のフレンチレストランでも取引

している人たち。前向きな波動を受けると、
この波動はどん

さんの人たちに出会っていきたいです。

いただけることになりました。対外的な交渉と営業・経理・

どん良い方向に向かうんじゃないかと思ってワクワクしま

出会いに感謝しています。

事務・HP 作成や FB の投稿など広報まで全てを二人で行っ

す。出会う人たちによって、私たちが変わってきましたね。

STARTUP
ESTONIA
電子化で進化する、
スタートアップ大国エストニア

（眞理枝さん）

ています。

福岡市スタートアップ人材マッチングセンター

採用・雇用の悩みを
無料で弁護士等に相 談できる

本サービスご利用の流れ

雇用契 約や就 業 規 則の見直しもできます。

人材マッチングの対象となる
スタートアップ企業

●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*

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。
＊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

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
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これぞ電子国家。
スタートアップ大国、
エストニアが強いワケ
2018 年 5 月、STARTUP TEAM FUKUOKA として、エストニアを訪問しました。

「エストニア首相官邸」
での首相との会談
各社代表 1 名が首相官邸に招かれ、ラタス首相との会談が行われました。首相官邸から
は旧市街という中世の歴史の残る町並みが一望でき、バルコニーから市民の方々に手を
振ってコミュニケーションが取れるほど、市民との距離が近い場所に位置していました。会談
ノルウェー

スタートアップ大国を支える e-Estonia( 電子政府 ) ショールームの訪問や、
テックカンファレンス「Latitude59」への参加から見えてきた電子化が進む背
景や現状をレポートいたします！

Report by コンシェルジュ

フィンランド

スウェーデン

●

エストニア

ラトビア
リトアニア

ドイツ

タリン

吉見 喜恵

中は、福岡のスタートアップ企業によるビジネスプランのプレゼンや相互の連携に向けた情
報交換が行われました。モバイル化や５ G の導入などで世の中のさらに 1 歩先を狙うエス
トニアは、日本におけるスタートアップの先進都市として福岡を注目していると語られていま
した。

「Latitude59」への参加
今回で 11 回目のエストニア最大のテックカンファレンス「Latitude59」。今年は、

Estonia / Tallinn

メインステージ横 の一角 に福 岡のスタートアップ 企 業 6 社と福 岡 市、Fukuoka
Growth Next、福岡市スタートアップカフェがブースを構えて出展。
ブースには現地
企業が多数訪れ、情報交換が行われていました。また各イベントステージで様々な

エストニアは、バルト海とフィンランド湾に接する北欧の国です。旧ソ

テーマのトークセッションが開かれる中、福岡市高島市長登壇の福岡市プレゼン

ビエト連邦の一部で、城、教会、丘の上の要塞などが点在し、首都タリン

テーションも開催されました。福岡市は海外の起業家にとって非常に起業しやすい

は、保存状態のよい旧市街や美術館の他、展望台でも知られ、ヨーロッ

環境であることや、福岡市が 1 番最初に MOU（覚書）を締結したエストニアと、良好

パ内外から多くの観光客が訪れています。九州と同等の面積（45,339 平

な関係にあることなどユーモアを交えた高島市長のスピーチは、現地の反応も良好

方キロメートル）に福岡市より少ない人口（130 万人）というサイズの国

でした。
また、エストニア政府共催で開催されたピッチコンテスト
（エストニアアワー

でありながらも、国内 GDP の 7% を ICT（ 情報通信技術）セクターが占め、

ド）では、独自の Deep Learning による病理診断ソフトの提供を行う
「Medmain」さ

Skype（ 2011 年にマイクロソフトが買収）の他、数々の IT スタートアップ

んが優勝。今回、ピッチに登壇したことで現地関係者の紹介も受け、ビジネスチャン

企業が誕生しています。

スがさらに拡がったようです。

その昔はデンマーク、ドイツ、ロシアなど様々な国に侵略され、要塞都
市としての性格を強めていた歴史もあるエストニアが独立して 26 年以
上。現在は、対岸のヘルシンキともフェリーで繋がるなど、
ヨーロッパとロ

Latitude59 にも出展されていた Stigo（折りたたみ式の電動バイク）は、日本進出
▶5 月はサマータイムで夜まで明るく観光客で賑
わう。
（ 旧市街／夜 21 時頃撮影）

を狙っているエストニアのスタートアップ企業。スタイリッシュなデザインのバイクが
二秒で折りたためて、キャリーケースのように片手で引きながら持ち運ぶことができ

シアのゲートウェイとしての役割を果たし、IT 先進国家として各国からの

るという、電動バイクの進化系です。現在まさに GSC（グローバルスタートアップセン

注目を受けている背景にはどのようなことがあるのでしょうか。

ターの略でスタートアップカフェ内に併設している海外展開相談窓口）のサポートの
もと、福岡から始まる日本進出に向けての準備を進めています。福岡の街を Stigo

「e-Estonia Showroom」への視察訪問
エストニア電子政府のことがわかるショールーム「e-Estonia Showroom」は、海外視察に対応す
るプログラムが用意されています。今回は、福岡市、Fukuoka Growth Next、福岡市スタートアップ
カフェとスタートアップ企業の一団で訪問しました。エストニア国民は、ID カード（≒日本のマイナ
ンバーカード）
とオンラインシステムを利用して、24 時間 99% の行政手続きを行うことができます。

▲総勢 48 名の STARTUP TEAM FUKUOKA の一団で訪問。

▲発電所の跡地を利用したイベント会場には多くの来場者が。

▲圧倒的な表現力の高島市長の

▲今回 3 度目となる STARTUP TEAM

全英語スピーチ。

FUKUOKA ブース出展の様子。

で走れる日が待ち遠しいですね！乗ってみたい！触ってみたい！見てみたい方は、GSC
コンシェルジュに声をかけてみてくださいね。

最後に…
人口密度が低く、政府としての予算がないという国としての課題を打破するべく、
どうすればできるか、という発想で政府自らが民間も巻き込みながら起こすイノ

専用のカートリッジに ID カードを読み込ませ、パスワードを入力、X-Road というプラットフォーム

ベーションが他国を圧倒するスピードで進んでいることを肌で感じました。また数字

に入り、セキュリティチェックを経ると、住所、学歴、車の所有歴、血液型、医療記録情報などを確認す

を含めた情報を自国内だけで留めず、国外にオープンにしていくことが、各国から注

ることができます。納税手続、住所変更、車の名義書換、医療情報記録、投票までもが、わざわざ行

目を集め、期待される所以なのではないでしょうか。昨年は、880 の団体が電子政府

政に出向かなくても、オンラインで完結するという IT 先進国家独自の仕組みで、ヘルスケアや教育

の視察に訪れ、そのうちの 100 は日本からの訪問とのこと。起業に関する敷居が低

分野など民間の立場でも情報データを入手し活用することができます。
（入手理由や使途の確認審

く、多少の失敗は気にせず、起業してみようという空気感も醸成されているように感

査は必要）

じました。e-Estonia の今後の進化も注目です。

▲ピッチコンテストで優勝した「Medmain」は九大
の学生で立ち上げられたスタートアップ。

▲会場内で「 Stigo 」に試乗す
る GSC コンシェルジュの
mumu さん。

個人・法人ともに利用者は、いつ誰にどのような情報が公開されたかの履歴を確認することが
でき、公開したくない情報は（ブロック機能で）非公開にすることもできます。
このシステムで 99％
の行政手続きが可能ですが、2018 年 5 月現在では、オンラインで手続することのできない残りの
1% は、結婚 / 離婚、不動産の名義書換だそうです。個人（法人）情報データ認証にはブロックチェー
ンの技術が使われており、ハッカー対策としてデータ自体はエストニア以外の国にも分けて保管さ
れ、いつどのようにハッキングされるかがすぐに判明するようなシステムになっています。
エストニア政府は、このシステムを制作するために、政府会議全てをペーパレス化し四半期にお
▲運転免許証の代わりにもなる ID カード。

よそ 10 万ユーロ（約 1,300 万円）の削減に成功しています。
また e-Residency はエストニアと取引
を行いたい外国人も申請（有料）すれば利用でき、国外から起業手続を行うことも可能となります。

ス タ カ フェ イ ベ ント I N F O R M A T I O N
『起業済みの方限定 フリートークイベント』定例開催中！
！
開催日 偶数月の第 2 火曜日
スタートアップカフェでは、隔月定例のイベントとして、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。
「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？」など皆さんが抱える課
題や、リアルな声をもとに、起業家の皆さんが参加するメリッ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！

次回は、
8 月14 日（火）19 時開催！

