
オーダーメイド型のスタートアップ支援がスタート！
～グローバル・メンターシップ・プログラム と KOBE STARTUP HUB 始動～



世界時価総額ランキング(2000年3月末）
企業名（創業） 時価総額(兆 USD) 国籍

1 マイクロソフト（1975） 0.533 米国
2 シスコシステムズ（1984） 0.532 米国
3 GE（1892） 0.511 米国
4 インテル（1968） 0.439 米国
5 NTTドコモ（1991） 0.392 日本

日本を取り巻く環境

経済成長に、スタートアップの輩出は欠かせない

企業名 時価総額(兆 USD) 国籍
1 アップル（1976） 2.473 米国
2 マイクロソフト（1975） 2.274 米国
3 アルファベット/Google（1998） 1.891 米国
4 サウジアラムコ（1933） 1.851 サウジアラビア
5 アマゾン（1994） 1.674 米国

世界時価総額ランキング(2021年8月25日）

出典：companiesmarketcap.com

出典：ファイナンシャルスター



これまでの歩み

全国に先駆け、多くのスタートアップ支援事業を実施

2016年～ 米国VCとのアクセラレーション事業
「500 Startups KOBE Accelerator」

産官学イノベーション創出拠点 ANCHOR KOBE

2018年～ 官民協働プロジェクト「Urban Innovation Kobe」
2020年～ 内閣府グローバル拠点都市への選定

国連インキュベーション拠点開設
「UNOPS S3iイノベーション・センター」



0

100

200

300

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

スタートアップの支援社数（累積）

支援開始以降、着実な成果

2020年度時点
支援社数 189社
資金調達 120憶円

社



自治体によるアクセラレーションプログラムのトレンド

国を始め、全国様々な自治体が提供するように

2016年～ 神戸市「500 Startups KOBE Accelerator」

2019年～ 福岡市「Open Network Lab FUKUOKA」

2017年～ 仙台市「Tohoku Growth Accelerator」

2020年～ 内閣府「アクセラレーションプログラム」

2021年～ 愛知県「Accelerate Aichi by 500 Startups」



千差万別。実情に即した支援が必要

“スタートアップ” とは

資金調達 未検討・借入・調達済み
エクイティファイナンス…

×

×

×

×

事業領域
金融・航空宇宙・フード・輸送
アパレル・人工知能・雇用・遺伝子
エンタメ・ロボット…

成長状況 関心あり・シード・アーリー…

ビジネスモデル EC・マーケットプレイス・B2B…

メンバー 創業者のみ・数名・10名以上…



オーダーメイド型、支援

コミュニティ
マネジャー

+

ポータルサイト

ス
ター
ト
アッ

グローバルメンター
ユニコーン起業家/外国人起業家/エンジェル投資家/企
業内のスタートアップ支援者/著名研究者・・・
約50名の多才な支援者

神戸市の支援プログラム

神戸市以外の支援事業
内閣府「アクセラレーションプログラム」
関西圏の支援プログラム

千差万別なスタートアップのニーズに対し、
①豊富な支援経験を持つ「コミュニティマネージャー」が必要な支援者や支援策にマッチングします
②スタートアップのためのポータルサイト「KOBE STARTUP HUB」で様々な情報発信を行います

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

zzzzzzzzzzz



グローバル・メンターシップ・プログラム

公開セミナー グループメンタリング 個別メンタリング

 大人数対象のセミナー
 年４回程度

 少人数対象のプログラム
 月１回程度
 起業家コミュニティの形成

 起業家のニーズに合わせた
個別メンタリング

 随時メンターとマッチング



賛同いただいたメンターの声

起業家は先の見えない道を進むものですが、スタートアップ経験の豊富なメンターが導
くことで、時間や金銭的なリソースを効率的に使うことができます。私はこのプログラ
ムが起業家、特に初めて起業する方やチームにとって効果的だと思い、参加することに
決めました。

マネックスグループ株式会社代表執行役社長CEO
松本大氏

私が起業した時は資金調達手段や事業に関するアドバイスなど、起業して事業を成長さ
せるためのインフラは全く整っていませんでした。スタートアップの存在は社会を大き
く変え、人々の生活をより良いものにするパワーを持っています。一つでも多くの事業
が生み出され、社会を変える中心的な存在となるためには、それらを支えるインフラ必
要です。このプログラムに携わることで、多くの事業が生まれ、育ち、羽ばたいていく
ためのインフラの一翼となれればと思います。

投資家 金子恭規氏



スタートアップのためのポータルサイト
「KOBE STARTUP HUB」では、以下のサービスが受けられます。

①グローバル・メンターの方々やコミュニティマネジャーとのコンタクト
②関西圏の様々な支援プログラム・コワーキングスペース・イベントの参照
③他のスタートアップとの交流 他



2021年8月 9月 11月 2022年3月
デモデイ

KOBE STARTUP HUB

グローバル・メンターシップ・プログラム

10月 12月 1月 2月

スケジュール

公開セミナー公開セミナー

グループメンタリング

個別メンタリング

募集

募集



スタートアップの支援社数（計画）
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Kaoru Nishinakagawa
Co-founder & COO

innovationdojo.com.au

Kobe Global Mentorship Program & Kobe Startup Hub

神戸グローバルメンターシッププログラム ＆ スタートアップハブ



Innovation Dojo Japan社のミッション

- 日本で最も多様性を重視した人材とテックの育成・供給体制構築

- 徹底的に個々の起業家の目線に立ち、「人」中心の支援を実施

- スタートアップの起業と事業構築に最適な「場」を共創

■ Innovation Dojo Pty. Ltd.
豪州本社および日本支社CEO Joshua Flannery（ジョシュア・フラネリー）

Rainmaking Innovation Japanアドバイザー。2019年の来日以前は、南半球最大のスタ
ートアップ・ハブ「Sydney Startup Hub」の責任者を務めた。豪州ニューサウスウェー
ルズ大学のスタートアッププログラムの立ち上げに携わり、運営責任者として約700社
を支援。日豪の人材をつなげ起業やイノベーション創出を支援するコンサルティング会
社、Innovation Dojoを2016年シドニーで創業。2021年までデンマーク本社で起業家支
援を行うRainmakin Innovation JapanのCEOを務める。



Innovation Dojo Japan 会社概要

2016年 オーストラリア・シドニーにInnovation Dojo Pty Ltdを設立

- 東京工業大学、ニューサウスウェールズ大学とのイノベーションプログラム

- 九州大学との医療イノベーションプログラム

- Orange Fab Asiaとのスタートアップ・コンペティション・プロジェクト

- オーストラリア政府とのジャパン・イノベーション・エコシステム・プロジェクト

- 日立製作所との社会イノベーションプログラム(オーストラリア) 
- JETROのグローバル・スタートアップ・ハブ・パートナー（オーストラリア）

2021年 神戸市にInnovation Dojo Japan合同会社を設立

- 神戸市と「グローバル・メンターシップ・プログラム」

- 神戸市と「Kobe Startup Hub」デジタルプラットフォームを構築

- ビクトリア州政府との日本イノベーションエコシステムプロジェクト（オーストラリア)
- 西シドニー大学のLaunch Padプログラムにおける客員起業家（EIR）就任



IDJチームの実績と能力

スタートアップ・エコシステムの構築・運営
南半球最大の政府系スタートアップ・ハブの運営者に選ばれました

デジタルトランスフォーメーション
およびITコンサルティング

当社のCTOおよびテクノロジーパートナー を介して、
SMEのデジタルトランスフォメーション(DX)を支援します

イノベーション 市場分析とビジネス開発
日本のイノベーション・エコシステムの分析とエンゲージメントにおける

外国政府の主要パートナーです

グローバル・メンターシップ・プログラム
2012年以来、日本と海外の民間企業、大学、政府のプログラムにおいて、

1,000社以上のスタートアップをサポートしてきました



日本をスタートアップの起業と成長の最適解にするために

日本では起業率が低く、起業やスタートアップ関係者の多様性も不足。

多様性重視の人材とテックの育成・供給体制の構築
個々の起業家の目線に立ち、「人」中心の支援を実施
スタートアップ起業と構築に最適な「場」を共創

支援プログラムは多く存在するが、期間・対象・支援者が限定的で、
特に地方や海外では、最も助けが必要な時に、最適な支援が得られにくい。

グローバル・アントレプレナーシップ・モニター（GEM）のランキングでは、日本は対象23カ国中最下位となっている。参入率はわずか3.8％。



対象となる起業家・スタートアップ

約200名の起業家およびスター
トアップが参加：

- 地元（神戸、関西、日本）お
よび海外の起業家

- 起業しようとしている（最初
の一歩を踏み出している）方

- 会社で働きながら、起業を検
討している方

- テック系起業家

- バイオ・ライフサイエンス分
野の起業家

- 500 Startups等の神戸市のプ

ログラムや神戸医療産業都市推
進機構（FBRI）に参加する方

日本の人材＆テックのパイプラインの開発
神戸グローバルメンターシッププログラム＆ 神戸スタートアップハブ

ステップ1
Kobe Startup Hubに
登録する。

ステップ2
最適なメンターを５０
名以上の中からマッチ
ングし、1対1のメンタ
リングを受ける。

ステップ3
上記の個別メンタリン
グと並行して、公開セ
ミナーや、登録者限定
のグループメンタリン
グに招待される。

公開セミナー
起業というキャリア選択：

会社員、研究者、MBA、学生から起業家へ
選ばれた参加者には、
市内企業との
マッチング機会などを
提供予定

１対１のコーチング＆メンターとの
マッチングサービスを参加者全員に提供

(国内外のスタートアップ企業200社程度)

非公開グループメンタリング
事業ステージごとの共通課題：

資金調達、技術シーズ商業化、海外進出等

市内コワーキングスペースの紹介
プログラム期間中に複数のコワーキングスペ
ースから事業スペースの提供（詳細未定）

デモデイ
2022年3月の成果発表イベント

グローバルメンターシッププログラム

神戸スタートアップハブ

（デジタルプラットフォーム）

あらゆるステージで支援



Dojo Schedule - 9 day Program

起業家 - 士業および専門サービス - 日本市場の専門家 - 海外市場進出アドバイザー - 投資家

個別メンタリング：適切なタイミングで、適切なサポートを
50人以上のメンターから、起業家のニーズに即してマッチング

個人起業家

- 神戸、関西、日本の起業家
- 日本進出を目指す海外の起業家
- これから起業する方
- バイオ/ヘルス/メディテック、その
他の業界

コミュニティ・マネージャー

- 最初のメンタリング
- ニーズの分析
- 個別メンタリングのマッチング
- グループメンタリングの企画・運営

参画メンターの例: 
松本大さん、金子恭規さん、岡本彰彦さん、

他



KOBE STARTUP HUB：ポータルサイト



グループ単位でのメンタリング

基礎ステージ

200以上のスタートアップ・起業家
をアイデア段階を含めてサポートす

る基礎コーチング

-起業家としての自信

-チーム作り
-デザインシンキング

-ビジネスモデルキャンバス

-リーン・スタートアップ

-神戸エコシステムやリソースの紹介

実証実験ステージ

アイデアやプロトタイプの実証
実験ステージにいる100社以上の

スタートアップ・起業家に対す

るメンタリングサポート

成長ステージ

成長段階にあるスタ

ートアップ企業を年

間50社サポート

スケール＆投資

20社のスタートアップが国内

外の投資家とつながる

１対１のメンタリングによる個別ニーズ対応と並行して、
グループ単位での学びの機会を提供することで、
他の起業家とのつながりを生み出し、共通課題を解決する

- 経験豊富なメンターが登壇
- 複数の起業家に共通したトピック
- 他の起業家とのネットワークの機会
- 同じステージにいる人たちとの学び合い

徐々に進化し、企業価値が高まっていくスタートアップ・起業家



独自の公開セミナーおよび非公開グループメンタリング

■ 【公開セミナー】社会に意味ある価値を提供する主役となるために。
マネックスグループ株式会社代表執行役社長CEO 松本大氏セミナー
「後悔しない人生の選択」

日時：9月30日（木）12:00〜13:00
場所：オンライン

料金；無料

申込：https://kobestartuphub.com/events/event/7782
申込締切：最大参加者数（100名）に達し次第 または 9月29日（水）23:59 

■ 【KOBE STARTUP HUB登録メンバー限定（非公開）グループメンタリング】

大型資金調達と組織崩壊を乗り越え、 金融業界の変革に挑むFOLIO代表 甲斐真一郎氏による
「起業のリアル」

日時：10月7日（木）18:00 〜 21:00
場所：オンライン

料金；無料（神戸スタートアップハブへの事前登録が条件となります）

申込：https://kobestartuphub.com/events/event/7783
申込締切：最大参加者数（30名）に達し次第 または 10月3日（日）23:59 

https://kobestartuphub.com/events/event/7782
https://kobestartuphub.com/events/event/7783


Major Corporate Participants
Forbes The World’s Most Innovative Companies 

2016

https://www.forbes.com/innovative-companies/list/#tab:rank



KOBE STARTUP HUB：ポータルサイト
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KOBE STARTUP HUB：ポータルサイト
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