
プログラム Program
開会のご挨拶 14:30（日本時間) Opening speeches 8.30 EEST
ヘルシンキ市 ・ 福岡地域戦略推進協議会（Fukuoka D.C.) 
ヘルシンキ・ビジネスハブ (HBH) 及び NewCo Helsinki
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衝撃的なスタートアップ 15:35（日本時間) Electrifying startups 9.35 EEST
Kapacity.io社 ・ P2X Solutions社
+ 質疑応答 / Q&A

基調講演 14:50（日本時間) Keynote speeches 8.50 EEST
公益財団法人九州先端科学技術研究所 (ISIT)
Helsinki Energy Challenge（ヘルシンキ・エネルギー・チャレンジ）
Solar Foods社 ・ Sumitomo SHI FW社

閉会の言葉 15:55（日本時間) Closing words 9.55 EEST
VTTフィンランド技術研究センター

#FukuokaxHelsinki



ヘルシンキ×福岡：Designing Better Life 
スマートシティ、スマートエネルギーへの

新たな挑戦

#FukuokaxHelsinki



フィンランド

• 湖の数 187,888個
• トナカイの数 203,000頭
• 国立公園の数 40
• 首都：海に面したヘルシンキ
• 通貨：ユーロ
• 国獣：ヒグマ
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バルト諸国
フェリーで
90分

ロシア
サンクトペテルブルクまで
3.5時間

ノルウェー

スウェーデン

信用格付け：
AA+（フィッチ、ス
タンダード&プア
ーズ）、Aa1（ムー
ディーズ）

法人税：20%
（vero.fi）

人口：
552万8000人

ビジネス言語：
フィンランド語

スウェーデン語
英語

1995年より
EU加盟国、
1999年より
ユーロ圏に
参入

ヘルシンキ



4

欧州からアジアへの

最速ルート

ヘルシンキ空港
欧州で最も優れた空港の一つ

2022年までに年間旅客者数
3,000万人達成可能

デリー 6時間40分
ドバイ 6時間10分
北京 7時間30分
東京 9時間30分
シンガポール 11時間35分
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未来は刺激的

サステナブルなエネルギー生産と確実な配電網の需要が
増加している

これからのエネルギーシステムはインテリジェントでフレキ
シブルであることが必要とされる

エネルギーの生産と使用にフレキシビリティが必要である

#FukuokaxHelsinki



6

ヘルシンキのスマートエネルギーの強み

エネルギーに関する進歩的な法律とクリーンエネルギー重視

スマート・メーター・データによる新しいビジネスチャンス

データのオープンアクセス

試験的運用の機会

#FukuokaxHelsinki



成功への鍵
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ヘルシンキでは誰もが

データにオープンアクセス
することができます

政府と都市が今後の
イノベーションの発展に
取り組んでいます

ヘルシンキには
高い技術力を持った
人材がそろっています

フィンランドは先進的な
スマートグリッド、5G、
モビリティトライアルなどを
備えた理想的なテストベッド
です

#FukuokaxHelsinki



サポート
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企業 投資家 スタートアップ 才能

貴社にとって最善のビジネ
スチャンスをヘルシンキで
見出し、ビジネスを新たな
国際的な高みへと引き上
げましょう。

欧州で投資活動を行い、
フィンランドへの投資や成
長ステージへの投資が可
能であれば、私たちのサ
ービスが最適です。

フィンランドの成長企業
と最も関連性の高いグ
ローバル投資家をマッ
チングさせ、ヘルシンキ
でのインターナショナル・

スタートアップ設立をお手
伝いします。

ここにすべてがあります。
刺激的な雇用機会、急成
長中のスタートアップ。
また、従業員に優しい労
働時間も、何よりも重要な
要素でしょう。

Companies Investors Startups Talent

#FukuokaxHelsinki



サービス - Services
• ビジネスに関する情報提供 - business information

• ニーズに合ったマッチング - matchmaking

• ソフトランディングのためのサービス - soft-landing 
services

• 取引フローへのアクセス -投資家向けサービス -
deal flow for investors

• 企業とスタートアップのコラボレーション -
collaboration

• 試験運行の機会 – piloting opportunities
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パイロット事業
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テストベッドへのアクセス

• testbed.helsinki/ ：スマートモビリティ、
EdTech、構築環境など、ヘルシンキの
テストベッドに関するさまざまなトピック
を掲載

• ヘルシンキ市のイノベーションユニット、
さまざまなスマートシティプロジェクトの
公募を継続的に実施：
forumvirium.fi/en/
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https://testbed.helsinki/
https://forumvirium.fi/en/


エコシステム
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ヘルシンキ地域のビジネスサポート・エコシステム
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公共・民間・学術機関のパートナー

Source: NewCo



エコシステムの中で可能性を引き出す
スタートアップ、エンジェル、投資家がお互いを見つけ合うことができるプラットフォーム
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1）2000年以降に設立されたエコシステム内のスタートアップ全社の合計評価額。2021年5月31日時点で公開されている直近の投資ラウンド、公設市場、知名度により
推定される評価額を使用。情報源: Dealroom.co

Rest of ecosystemRest of ecosystem

252億ユーロ

2015 2021 YTD

76億ユーロ

エコシステムの評価額合計 (1)

ヘルシンキのスタートアップエコシステムの評価額は、2015年に比べて3倍に。ヘルシンキを拠点とした
スタートアップの評価額は合計で252億€となっている。

#FukuokaxHelsinki



Analyze the data

ヘルシンキのVC投資はロンドンやパリよりも速いペースで増加している。ヨーロッパで4番目に
VC投資が急増しているエコシステム。

Bucharest
Zurich
Bristol

Munich
Greater Helsinki

Oxford
Basel

Dublin
Stockholm

London
Amsterdam

Paris
Madrid

Barcelona
Berlin

Cambridge
Milan

Hamburg
Copenhagen

168%
60%
59%

36%
42%

31%
29%

26%
26%
26%

24%
18%

9%
8%
8%

6%
2%

-1%
-8%

VC funding 2015-2020 CAGR
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Source: Dealroom.co

https://helsinki.dealroom.co/transactions.rounds/f/growth_stages/not_mature/regions/allof_Greater%20Helsinki%20Area/rounds/not_GRANT_SPAC%20PRIVATE%20PLACEMENT/tags/not_outside%20tech?showStats=YEAR&statsType=rounds


Tallinn

Munich

Vienna

Berlin

Stockholm

Amsterdam

Paris

Barcelona

Helsinki

€875

€720

€655

€611

€395

€377

€159

€63

€37

€230

London

Global comparison of VC 
investment per capita in 2020

New York

Tel Aviv

Boston

Shanghai

Helsinki

€5,299

€2,313

€695

€611

€510

€308

€474

Bay Area

Beijing

ヘルシンキは人口一人当たりのVC投資に
おいて世界の技術ハブと競争している。

Venture capital investment per capita in 2020

Seoul €130

Source: Dealroom.co



インキュベーター

19



フィンキュベーター
Fincubator

• 対象：（非常に）初期段階のスタートアップ
• 検証済みのビジネスアイディアと牽引力を持
つチーム

• 参加者はフィンランド国外に在住する外国人
のみ

• ヘルシンキのスタートアップ・エコシステムと市
内を1週間にわたりガイド付きで視察

• 4つの重点項目：1）会社設立、2）ヘルシンキ
で生活、3）ヘルシンキ移住、4）ネットワーキン
グとコワーキングスペース

• https://newcohelsinki.fi/en/fincubator/
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https://newcohelsinki.fi/en/fincubator/


ヘルスインキュベーター
Health incubator
• 「ヘルスインキュベーター・ヘルシンキ」は、ヘルシンキ市とヘル
シンキ大学のイニシアチブによる、研究ベースのヘルスセクター
のチームやスタートアップを対象とした3年間のユニークなインキ
ュベータープログラムです。

• プログラムに選出されたチームには、各チームに応じたコーチン
グやメンタリングのほか、テストベッドからビジネスサポート、資
金援助まで、包括的なサービスへのアクセスを提供します。

• これらのチームはヘルスセクターのスタートアップコミュニティの
一員となり、ヘルシンキにおいて近代的なオフィスとコワーキン
グ施設が提供されます。

• 投資家、定評あるヘルスケア業界のエキスパート、イノベーショ
ンに富んだ起業家やアドバイザーとのネットワークを構築する貴
重な機会です。

• 少額のオフィススペース費用を除き、インキュベーターサービス
は参加者に無償で提供されます。インキュベーターが会社の株
式を取得することはありません。
https://healthincubatorhelsinki.com/
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https://healthincubatorhelsinki.com/


NewCo アクセラレータ 2.0
NewCo Accelerator 2.0
• 対象：ヘルシンキ首都圏を拠点としているか、将来的に拠
点とすることを視野に入れている、国際的な成長を目指す
スタートアップ

• 初期段階のスタートアップに対し、経験豊富なアクセルレ
ータチームによる長期的サポートと専任の１対１のコーチ
ングを提供

• スタートアップ同士でともに学び、ネットワークを構築し、フ
ィンランド国内外のネットワークへの幅広いアクセスを実
現

• 資金調達、チームビルディング、成長に重点を置いたプロ
グラム

• 成長のためのワークショップ、研修、イベント
• 投資家、業界エキスパート、イノベーションに富む起業家、
アドバイザーとのネットワークを築く貴重な機会
https://newcohelsinki.fi/en/services/newco-helsinki-
accelerator/
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https://newcohelsinki.fi/en/services/newco-helsinki-accelerator/


ヘルシンキ・エデュケーションハブ
Helsinki Education Hub
• 「ヘルシンキ・エデュケーションハブ」は、学習・教育スタートアッ
プ、フィンランドの教育分野におけるコンピテンス、イノベーション
に富んだ学習環境、学術研究を一つにまとめ、世界クラスの輸
出プロダクトへと統合した世界初の取り組みです。

• 教育エコシステム関係者（スタートアップ、インキュベーター、専
門職、研究者、企業、投資家、第三セクター）をまとめ、商用化、
国際化、チームスキルに関するEdTechビジネスの専門性を促
進し、学習のためのテストベッドの国際化を図ります。

• 「ヘルシンキ・エデュケーションハブ」の中核機能：ヘルシンキの
アールト大学トーロ校舎の協働、学習、試行のための多目的ス
ペース、ショーケース、EdTechインキュベーター、スタートアップ
ビジネス・アドバイザリーサービス

• 「ヘルシンキ・エデュケーションハブ」は、そのエコシステム内で
合同イベントや特定のターゲット向けイベントを主催します。
2021年秋から活動を開始する予定です。
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ヘルシンキ・ビジネスランディング by バーティカル
Helsinki Business Landing by Vertical

• 対象：成長企業、マチュアな（成熟した）スタートアップ

• 1か月のプログラム（2週間をオンライン、2週間をヘルシンキでの
対面にて実施）

• 主要なスタートアップエコシステムのイベントに招待
• バーティカル（Vertical）社による、ビジネス強化のためのビジネ
スデザインコンサルティング

• ピッチデックワークショップで、フィンランドのエコシステムに向け
たピッチ、ピッチ資料の作成を支援

• フィンランドの助成金、投資、インキュベーションのエキスパート
とのワークショップ

• ヘルシンキ市とそのステークホルダーを押し上げる、付加価値ソ
リューション領域の内部に参入できます

• ヘルシンキのパーソナルサービスやさまざまな地域をスタートア
ップに紹介します

24



引き続きご期待ください！Let’s keep in touch!
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テクノロジー、よりよいビジネス、
優れた生活のクオリティに関する

ポッドキャスト

12月7日ヘルシンキの
ヘルステック（Health Tech）と
エドテック（EdTech）について

東京
TOKYOSLUSH

12月1–2日ヘルシンキ
Slush 起業家イベント



ヘルシンキ地域と
その可能性を
さらに学んでください。

Miikka NEUVONEN
Business Advisor, Startups
& International Growth
miikka.neuvonen@hel.fi

Sonja MALIN
Market Entry, Investments
sonja.malin@hbh.fi

私たちがお手伝いします！
We are happy to help! 

Learn more about the region 
and its opportunities.


