OITA
1.20

スタートアップフェス2018

参 加 無 料

SAT

DATE
& TIME

PLACE

13:00
-17:00

iichiko総合文化センター
■アトリウムプラザ
（1階）

メインイベント

13:00-17:00

スタートアップの新商品
＆サービス展示即売会
ステージイベント

13:15-14:15

パネルディスカッション
テーマ：大分ベンチャー 先輩・後輩
モバイルクリエイト株式会社
代表取締役社長

村井 雄司
株式会社グランディーズ
代表取締役

亀井

浩

上昇志向

START UP
FES. 2018

エネフォレスト株式会社
代表取締役

木原 寿彦

イジゲン株式会社
代表取締役

鶴岡 英明

14:30-16:30

学生プレゼンテーション
テーマ：出展企業にビジネスアイデア提案

主催：公益財団法人大分県産業創造機構 おおいたスタートアップセンター／大分県

ステージイベント

1.20

パネルディスカッション
MC

テーマ： 大分ベンチャー 先輩・後輩

モバイルクリエイト株式会社
代表取締役社長

株式会社グランディーズ
代表取締役

村井 雄司

亀井

Profile 工業高校卒業後、ゲーム
関連、無線機器関連でシステムを製
作して、
ソリューションビジネスを展開
し、2002年12月モバイルクリエイト
㈱を設立。現在は、移動体管理シス
テムをオープンプラットホームとして、
Aiやビッグデータを組み合わせたリア
ルタイムloTに取り組んでいる。

学生プレゼンテーション

テーマ： 出展企業にビジネスアイデア提案

イジゲン株式会社
代表取締役

エネフォレスト株式会社
代表取締役

浩

Profile 2006年11月22日、株式会
社グランディーズを設立。2008年、GS
市場現行基準にて日本最速の17ヶ月
で株式公開。2012年に福岡証券取
引所Q-board市場へ、2014年に東京
証券取引所マザーズ市場へ株式上
場。2017年、Dipro株式会社の株式
を100%取得し子会社化。

財前 真由美

Profile 平成11年、㈱テレビ大分入社。
平成15年よりフリー。現在は、OBSテレ
ビ旬 感！3 c h 、大 分 市 広 報 番 組いいや
ん！大 分を担 当 。インタビュアー、式 典
MCなど多岐にわたり活動中。

独自のビジネスモデルで高成長を成し遂げた先輩ベンチャー企業と、今後急成長が予
想される、次世代ベンチャー企業のキーマン達によるパネルディスカッションを開催。経営
者としての理念や将来のビジョン、仕事に対する世界観など、激動の時代を生き抜くための
秘訣について徹底的に討論します。

14:30-16:30

■アトリウムプラザ
（1階）

会場／アトリウムプラザ

パネルディスカッション

13:15-14:15

SAT

START UP FES. 2018 OITA

iichiko
総合文化センター

13:00
-17:00

木原 寿彦

鶴岡 英明

Profile 2005年、北九州市立大学
経済学部を卒業し、
セブン-イレブン・
ジャパンに入社。西日本エリアを中心
に経営相談員職に従事した後、2008
年にシールドテック株式会社（現エネ
フォレスト株式会社）へ入社。現在は
代表取締役社長として感染対策事業
とエネルギー事業部を統括。

Profile 2011年に株式会社アラタ
ナ 福岡支社（アラタナ研究所）
に参
画。その後、ITベンチャーの株式会社
モアモストの取締役として大分に戻り、
2013年11月にイジゲン株式会社を
創業。2017年より学校法人 田北学
園理事および、NPO法人 おおいた
WEBクリエイティブボックス理事。

社会のあり方を変容させる世代として注目の「ミレニアル世代」
と呼ばれる大学生など総
勢20名以上が、
自身のアイデアを出展企業へプレゼンテーション。1人あたり3分という限ら
れた時間の中で、新世代の若者たちが斬新なビジネスアイデアを披露します。

直 接コミュニケーションをとれるチャンス！ 参加企業19社の出展ブースが登場!!
企業名

代表者

株式会社 イグジット

吉岡 隆治

imaアグリサービス

今宮 保

内 容
自治会やマンションの
消防訓練支援サービス
「オモシロ消防訓練」
並びにオモシロ消防訓練グッズの紹介

ご家庭用土壌改良植物活性剤「みみっこmini」
防災アイテムに必須の簡易防寒シート

企業名

イジゲン株式会社
株式会社 LIMOGES
（リモージュ農園）

代表者

内

容

鶴岡 英明 「会員権」の取引所 spotsale（スポットセール）
特別栽培フルーツトマト
「白蜜トマト®」
由布市産野菜の酵素食品シリーズ
（カクテル用）など

濱原 健

オリジナルLINEスタンプ制作サービス
「Hapi Sta !」

株式会社 高山活版社

高山 英一郎 「あったか銀紙」

Exist Japan株式会社

株式会社
フレックス・メディア・サプライ

「ReLIFE」
グッズ販売
黒田 久美子 数量限定！

合同会社 アイ．
ジー．
シー

宮脇 恵理 「女性のための起業相談会」
を実施
（相談無料：30分）

水どん！

江藤 勝彦 「インフォーマルな雰囲気」が売りの

山﨑 輝道

大分県産みかんチップス
超！ゆずごしょうポテトチップス など

株式会社
国東七
（クニサキセブン）

坂本 隆之

世界の床を変える
国東七島藺リブランディング製品

有限会社
ティ・アンド・エス総合企画

新村 武彦

県産品を使用した
マヨネーズ風味のディップソース など

九州チップス株式会社

特定非営利活動法人
ホビータイム

佐々木 正則 ペットボトルオープナー「かるっく」など

中津家具株式会社

（シーフィットチェア）
永岡 侍紹央 「C-Fit-Chair」

株式会社 イーコンセプト

産官学で研究開発した高齢者施設用椅子

（本年度「グッドデザイン賞」受賞）

松山 進

バックパッキングストーブ「ツインターボ」

CAMPFIRE OITA
（株式会社やまとうた）
大分県スタートアップ
支援機関連絡会議

今長 学

創業支援専門家ＩＭによる

大分市で毎週水曜日に開催している

ミートアップイベントの紹介

田浦 大

クリエイターや起業家が不特定多数の人から
資金を募る
「クラウドファンディング」の紹介

麻生 柳太朗 金融機関・商工会議所等による創業支援の取組紹介

ベンチャーファクトリー大分

三嶋 航平

大分県が民間賃貸オフィス等を指定し、各種支援を
実施する
「ベンチャーサポート施設」の取組紹介

★公益財団法人大分県
産業創造機構
おおいたスタートアップセンター

櫻木 祐宏

創業支援施策紹介、創業相談

★インフォメーションブース｜ 出 展 企 業に関するご案 内などはこちらで承ります！

公益財団法人大分県産業創造機構 おおいたスタートアップセンター・大分県
〒870-0037 大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル5階 TEL. 097-534-2755 FAX. 097-534-2760

担当・小野

s-ono@columbus.or.jp

