登壇者のご紹介
スタートアップ都市推進協議会 会長プレゼンテーション 13:40～13:55

福岡市長 髙島 宗一郎
1974年11月生まれ。アナウンサー生活を経て2010年に史上最年少の36歳で福
岡市長に就任。2014年史上最多得票で再選、現在2期目。
「グローバル創業・雇用創出特区」を活用し、スタートアップビザ，スタートアップ法
人減税をはじめとする規制，制度改革を実現するなど、日本のスタートアップを
ムーブメントと政策の両面から力強く牽引。
観光・MICEの振興にも力を注ぎ、2016年ルイ・ヴィトン アメリカズカップ ワールド
シリーズ、2019年ラグビーワールドカップ、2021年の世界水泳選手権の開催誘致
に成功。
スタートアップ都市推進協議会会長、クールジャパン官民連携プラットフォーム
アドバイザリーボードなど国家レベルの要職でも活躍中。

特別セッション 「地域×シェアリングエコノミー」

14:00～14:40

地域に眠る資産をビジネスリソースや地域資源として、いかに活用し、新たなビジネスや雇用の創出、地域経済の
活性化につなげていくのか。さまざまな地域課題と地域資源を結び付けて事業展開する取組事例を紹介しながら、
シェアリングエコノミーといった概念を切り口に、セッションします。
モデレーター

日南市長

﨑田 恭平

内閣参事官

パネリスト

犬童 周作
1992年東京大学法学部卒業。同年、
旧郵政省に入省。主に情報通信畑を
歩む他、在フランス日本国大使館一
等書記官、総務大臣秘書官、国土交
通省道路利用調整室長等を経て、
2014年7月より内閣官房IT総合戦略室
参事官（総括）。オープンデータの促
進や個人情報保護法の改正（匿名加
工情報制度の導入等）を担当した後、
データ流通環境の整備やシェアリング
エコノミーの促進を担当し、現在は同
室の総括としてIT戦略全般を推進。

角田 千佳

代表取締役社長

慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
新卒で野村證券に入社し、その後IT
企業を経て、 ”豊富な幸せの尺度を
持った社会の実現”を目指し、 2013年
に株式会社エニタイムズを創業。 同
年末に、日常の手助け需要のある人
とその依頼に応えて多様な働き方をし
たい人を繋げるプラットフォーム
「ANYTIMES」をリリース。2015年より
一般社団法人シェアリングエコノミー
協会の理事も務める。

昭和５４年日南市生まれ、現在３７歳。
九州大学工学部を卒業後、宮崎県庁
を経て平成２５年４月日南市長に就
任。「人づくり」を政策の柱に置き、民
間との積極的な連携やマーケティン
グの手法等を行政に導入、その既成
概念にとらわれない新しい視点は全
国から注目されている。平成28年8月
1日に「シェアリングエコノミー推進都
市」を宣言し、さまざまなITベンチャー
企業とコラボしながら、企業の持つリ
ソースと、市の地域資源を上手く活
用しながら地域課題の解決に取り組
んでいる。

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室

パネリスト

株式会社エニタイムズ

宮崎大学 地域資源創生学部
講師

パネリスト

土屋 有
宮崎県出身。３６歳。 上場企業からベ
ンチャー企業の役員を歴任。アラタナ
取締役を経て現在宮崎大学企業マネ
ジメントコース講師。アラタナでは、宮
崎県内でシングルマザーの女性を対
象としたクラウドソーシング事業・EC支
援事業を立上げ２年で数億円規模の
事業化。県内１００名以上が平均2万
円〜/月の収入を得るモデル構築。現
在は大学でソーシャルビジネスモデル
研究、シェアリングビジネスを含め複
数のベンチャー企業顧問を務める。

千葉市

連携希望先

出展企概要

㈱BAN-ZI

⾷品関係、電⼒・ガス会社、船舶関
係、鉄道関係

〜錆取り⾰命〜錆を根こそぎ封じ込む！サビキラープロ。
錆に直接塗装できる⽔性錆転換塗料

千葉市

㈱アルソナ技研

地⽅⾃治体、ユニットトイレ製造業
者、建材商社

いつもお使いの⽔洗トイレが、もしもの時には簡単操作で、
汲み取り式トイレに

千葉市

㈱ユーデント

⻭科⼤学、⻭科⼤学病院、総合病院、 ⻭科医療業界初！
⻭科医院等
ダブル計量電⼦天ビン。クイックバランサー

千葉市

㈱HIGH-STANDARD＆
CO.

横須賀市

出展企業のご紹介
企業名

学習塾、英会話・⾳楽教室、スイミ
ングスクール、学校教育機関、広告
メディア、ベンチャーキャピタル

㈱linK
supporTers

⼩中⾼対象の個別指導塾。⼩学⽣を対象に基礎学⼒を⾶躍
的に向上させる学童スタイルの学習保育事業を併設・運営
しております

⾃治体、コンテンツ会社、鉄道会社、 移動販売⾞を使ったインバウンドマーケティング、移動販
外⾷産業
売⾞×拡散システム×コンテンツによるインバウンド

百貨店、⾷品加⼯、⾦融機関

三浦半島地場産加⼯品
三浦半島に特化した飲⾷店、加⼯品販売

㈲⽥浦中央⾷品

船舶運航企業、給⾷施設・企業、介
護関連企業、社会福祉協議会、⾃治
会、イベント運営企業

⾷卓を彩るもうひとつの台所
お客様の声に⽿を傾け環境に応じた‟⽇常”をお届けします

㈱CAIメディア

塾、学校等教育機関、福祉・介護施
設、携帯電話会社

株式会社CAIメディア、IoTとAIを活⽤した新型ロボット
による、英会話学習サービス

株式会社NOKIOO

官公庁・⾃治体、⼈材関連企業、教
育関連企業、⼥性向け商品サービス
を展開する企業等

⼥性の活躍を加速する認定資格制度と、会員DB
⼥性のための学びのカリキュラムと認定制度

㈱SPLYZA

スポーツビジネス、学校とネット
ワークを有する企業

スポーツチームを強くするSpoch、スポーツチームのため
の動画に最適なコミュニケーションアプリ

浜松市

㈱イーブレイン

住宅業界、保険業界、ブライダル業
界

みらい予報ʻｓⅡ「簡単！楽しい！」
３分であなたの未来をシミュレーション！

浜松市

㈱エムエスケイ

農家、ホームセンター、ゴルフ場、
公園管理

農事リサイクル
産廃再⽣原料による農業資材の開発に挑戦中です！

浜松市

㈱テイデック

すべての業種

透過率85%の表⽰デバイス。画期的な新商品を開発試作
します

薬局薬店（主に漢⽅薬局）薬草⽣産
農家

伝統薬・漢⽅薬の製造販売
伊勢伝統薬『萬⾦丹』と地元国産⽣薬を⽤いた漢⽅薬の開
発

アパレル関連会社・設計事務所・仮
設資材メーカー⽊材会社・商業施設
の企画、物流倉庫

企業の資材調達を強⼒サポート
仮設⾜場とパレットのネット販売！全国にお届け

⾷品メーカー、化粧品メーカー、ヘ
ルスケア⽤品メーカー

機能性表⽰⾷品の届出サポート
たった９０分で社員全員が機能性表⽰を理解出来る出張セ
ミナー

デベロッパー、建築設計、デザイ
ナー、ゼネコン、造園会社、農業関
係

新素材を屋上・壁⾯緑化をはじめとした環境・緑化分野に
展開。全国的なメーカーを⽬指します

Viet Lotus

百貨店、輸⼊⾷材ナショナルチェー
ン、⾷材店、飲⾷店、カフェ等

ベトナム産カシューナッツ、カカオ、チョコレート 現地
製造、輸⼊、加⼯、販売

横須賀市

タイムカプセルソリューション
300本以上のアプリ開発実績！位置情報を使った公式ス
マートフォンアプリの開発・運⽤

浜松市

横須賀市

地⽅⾃治体、教育機関、観光協会、
プロスポーツチーム、アミューズメ
ント施設運営会社等

タイムカプセル㈱

㈲たのし屋本舗

横須賀市
浜松市
浜松市
三重県

伊勢くすり本舗㈱

三重県

㈱ネオ

三重県

㈱機能⾷品研究所

三重県

南出㈱

三
重
県

出展企業のご紹介
企業名
広
島
県

Coach for ALL

連携希望先

出展企業概要

広告メディア・教育関連業種・IT企
業・AI利用業種

無料の教育プラットフォームの提供
高校生向けのAI自動コーチングの開発・実装を目指す

介護、教育関連業種 その他メンタ
ルヘルスケア業

自分らしく輝いて生きるための心のサポート
色を通しての心理カウンセリング、色に関する講座を提供

医療機器製造業、海外展開企業、金
融機関

NASA採用の重力制御装置「Gravite」の開発
宇宙ステーションを再現。歩行補助装置「RE-Gait」を開発

教育関連業種・人材関連業種、IT関
連業種

広島初、中高生向けプログラミングスクール
ゲーム利用のプログラミングスクールや自然×IT教育

ホテル・食品会社など

規格外野菜を活用した独自の製法による、「風味」「食感」「手作り
感」を生かした伝統的な旬野菜を使った『和食の一品』を提供し、ホテ
ル等の和食の調理場を応援し、新しい市場を開拓する。

販売先・提携企業

「多様で豊かな日本酒文化を未来に引き継ぐ」をテーマに、広島県の離
島三角島をコンセプトにしたスパークリングレモン酒MIKADO LEMON
の開発・販売等日本酒事業を展開中。

ベンチャーキャピタル

Tokopay
東南アジアで最も簡単・安心なオンライン決済サービス

広
島
県

La.lumiele

広
島
県

㈱スペース・バイオ・
ラボラトリーズ

広
島
県

Tech Chance!

広
島
県

㈱キッチンヘルプ

広
島
県

ナオライ㈱ Naorai Inc.

福
岡
市

Anect㈱

福
岡
市

㈱ホットエージー

採用サービス、研修、勤怠管理シス
テム、メンタルヘルス、人事コンサ
ル等

経営者のための離職防止クラウド「スマイルスコア」
従業員の毎日の気分を収集して問題を早期発見します。

福
岡
市

AUTHENTIC JAPAN
㈱

自治体、旅行会社、保険会社、介護
福祉事業者、警察消防、自衛隊、ア
ウトドア

人命捜索装置「ヒトココ」
日本で生まれた、全く新しい人命捜索装置。

福
岡
市

㈱Qurate

ブランド企業、広告代理店など

Qurate
ウェブ・アプリ・SNSをクラウドで管理開発する次世代CMS

福
岡
市

㈱QPS

衛星画像販売、宇宙機器製造、ビッ
グデータ解析、官公庁/地方自治体、
軍関係

準リアルタイム地図情報サービス
10分毎に更新される衛星画像サービスの構築を目指す

福
岡
市

㈱thee moment

自治体、レジャー施設、
商業施設、チェーン飲食店、イベン
ト企画、メディア

UNLOCKS –アンロックスリアリティのあるコミュニケーションコンテンツプラットホーム

日
南
市

㈱ロビンフッド

設計事務所、建設会社、建材メー
カー、ハウスメーカー、食品卸売業
等

快適居住空間の創造が企業コンセプト
自社で開発し特許を取得した防水ガラリ（グルーバ）の製造販売。新規
に、はちみつ販売事業開始

日
南
市

㈱キャリアイノベーション

地方自治体、ゲーム制作、通信、デ
ザイン、観光

地方からゲーム・動画・グラフィック制作を発信

日
南
市

イーナプリン㈱

食品関連企業（OEM製造・流通）、
資金提供投資家

プリンの製造・卸・販売、カフェ運営、お菓子教室講師、プリンのプロ
デュースOEM製造「小さな幸せを届けたい」

日
南
市

九州パエリア

地方自治体、イベント関連会社、食
品会社、学校関係

九州パエリア
ご当地食材を使ったパエリアを開発しPRのお手伝いを致します

日
南
市

ポート㈱
医療、デジタルヘルス関連

ポートメディカル
国内初の患者と医師をインターネット上でつなぐ診療プラットフォーム

日
南
市

㈱リトルクラウド
広告関連分野、その他全般

感性マーケティング事業
頑張っている人たちが報われる社会を創る

※

出展企業は11月1日現在の状況であり、今後追加・変更の可能性がございます

