長崎県ビジネス支援プラザ ベンチャー企業育成施設 入居者募集要項
「長崎県ビジネス支援プラザ」では、ベンチャー企業育成のための賃貸オフィスの
創業準備室及び創業者育成室の入居者を下記により募集しています。
1． 施設の所在及び名称
所在：長崎市出島町 2－11（出島交流会館内） 名称：長崎県ビジネス支援プラザ
＜募集スペース＞
○小創業者育成室（小インキュベートルーム）
：2 室（13 ㎡×2）予定
○創業準備室（スタートアップルーム） ※空室状況によって募集
２．応募資格及び入居条件
申請者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 新たに創業しようとする者又は使用開始の時点で創業後 5 年を経過していない者
(2) 製造業、情報通信業又は知事が地域の振興に寄与するものと特に認める業種についての
事業を行う者
(3) 事業化の実現性が高い起業アイデアを有する者
(4) その事業に関し優れた事業計画を有する者
(5) 創業準備室及び小・中創業者育成室の使用期間内又は退居後に、県内での事業化を予定
している者
３．応募手続きについて
①応募書類提出先
〒850－0862 長崎市出島町 2－11 出島交流会館 8F
長崎県ビジネス支援プラザ 指定管理者 （株）コンベンション リンケージ 宛
②応募書類受付期間
申請書類の提出は「持参」に限ります。提出期間内に、余裕をもって提出してください。
（※郵送を希望する場合は、事前にご連絡ください。）
＜応募受付期間＞
2019 年 2 月 1 日（金）～2019 年 3 月 29 日（金）
※創業準備室に関しては、空室次第で随時募集ですので、お問合せ下さい。
※土日・祝日を除く。９：００～１２：００、１３：００～１７：００
③提出書類

【必要部数（3 セット：正 1 部、副 2 部。副は写しで可）
】
１

長崎県ビジネス支援プラザ使用許可申請書 【様式第１号】

２

申請者の概要

【様式第１－２】

1

３

法人組織の概要 【様式第１－３】

４

事業計画書

５

施設使用計画書 【様式第１－５】

６

事業行程表

７

住民票の写し（個人の場合）又は法人登記簿謄本（法人の場合）

８

直近の決算書（法人の場合のみ）

９

県税に未納がないことを証明する納税証明書

10

連帯保証人

【様式第１－４】

【様式第１－６】インキュベートルームのみ

※ 書類はスタートアップルーム用とインキュベートルーム用があります。
ご注意ください。
※ 書類に不備等がある場合は、審査対象となりません。「長崎県ビジネス支援プラザ
使用許可申請書類作成要領」をご覧いただき、注意して記入してください。
（申請書類の書式は変更しないでください）
※ 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
申請書様式及び作成要領は、以下のホームページからダウンロードできます。

http://nagasaki-bpp.jp/（長崎県ビジネス支援プラザ HP）
４．申請～審査会及び入居スケジュール
◆2019 年 2 月上旬～3 月下旬

事前調査及びヒアリング

◆2019 年 4 月中旬

入居審査会
入居者決定

◆2019 年 5 月 1 日以降

順次入居開始

※ 上記スケジュールは目安であり、諸般の事情により変更されることがあります。
＜審査結果の通知等＞
審査の結果及び入居開始日については、審査会における審査が終了次第、速やかに申請者
に対して通知します。

●問い合わせ先
本件に関する問い合わせは、以下の窓口で受け付けております。
〒850－0862 長崎市出島町 2－11 出島交流会館 8F
長崎県ビジネス支援プラザ 指定管理者 （株）コンベンション リンケージ
電話：095－828－1616

FAX：095－828－1617

※土日・祝日を除く。９：００～１２：００、１３：００～１７：００
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ベンチャー企業育成施設の概要
（1） 施設設置の目的
この施設は、優れた事業計画を有する創業者を対象とし、短期間で事業化を実現するため
の支援を行うことで、新たな産業や高付加価値型の産業を生み出し、新規の雇用環境を創出
するための支援拠点として設置するものです。
（2） 施設の特徴
① 入居スペース
起業家の成長段階に応じて、3 種類の入居スペースを用意しています。
１

創業準備室

5 ブース

（スタートアップルーム）

大部屋 1 室を 5 区画に分割して使用し

5 ㎡（2 ブース）

ます。
（貸与備品：机、椅子、ロッカー）

7 ㎡（3 ブース）

２

小創業者育成室

6室

（小インキュベートルーム）

創業準備～創業直後のベンチャーを想

12 ㎡（１室）

定し、社員 1～2 名が入居可能です。

13 ㎡（5 室）

３

中創業者育成室

2室

（中インキュベートルーム）

創業直後～創業３年程度のベンチャー

26 ㎡（１室）

を想定し、社員 3～4 名が入居可能で

27 ㎡（１室）

す。

※各部屋の許容荷重は 250kg／㎡ です。
※各部屋の電源容量は 17kW です。 ただし、創業準備室は、この電源容量を 5 人で共有。
② 共用スペース
・創業支援室：施設管理人（常駐２名）
・商談室（８階２室）
：入居者の利用は無料（平日 9:00～18:00）。６名前後利用可。
・展示交流室（９階 1 室）
：入居者の利用は無料。４０～6０名収容可。
・コピー室（コピーは有料）
、倉庫（８階）
(3) 入居期間
創業準備室

原則６か月以内、最長１年

小創業者育成室

原則１年以内、最長２年

中創業者育成室

原則２年以内、最長３年

※ベンチャー企業育成施設の施設内転居は可能です。
ただし、通算して最長５年間が入居可能限度です。
(4) 入居使用料（月額）
１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

1,020 円／㎡

1,540 円／㎡

2,050 円／㎡

2,360 円／㎡

2,570 円／㎡

※ 使用年限に応じて徐々に上がっていく逓増方式です。
施設内転居をした場合、使用料の算定基準は「通算入居期間」となります。
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(5) 光熱費
電気代、空調用ガス代については、各部屋の使用実績に基づき徴収します。
但し、創業準備室は定額（1,000 円／月）です。
(６)入居者への支援について
この施設には、指定管理者の管理担当者 2 名が常駐するほか、具体的な創業支援や各種相談ご
とに対応するために、インキュベーションマネージャー（事業の立上げ段階からベンチャー育
成にかかる様々な支援を行う専門家）が入居者の早期事業化及び事業の成長・発展に係る支援
を行います。
(７)入居審査
●審査方法
指定管理者が「入居審査会」を開催し、応募書類の書面審査と面談（プレゼンテーショ
ン含む）を経て、入居者を決定します。なお、審査の経過については通知いたしません。
提出された申請書類等の審査資料は返却いたしませんのでご了承下さい。
●審査の流れ
① 書面審査
提出された申請書類について、応募要件を満たしているかなど形式面での審査と、事
業化計画の概要について審査します。応募の要件を満たしてない申請については、以降
の審査の対象から除外されます。
② 事前面談
書類審査と並行し、インキュベーションマネージャーが事前面談を行ないます。
③ プレゼンテーション審査
書面審査を通過した申請内容について、申請者にプレゼンテーションを行っていただ
き、事業化プランをより詳細に審査します。
●審査の観点
審査の目的は、申請者が優れた事業計画を有し、今後、事業の成長・拡大が十分見込め
る内容となっているかチェックすることです。審査の主な観点は以下のとおりです。
① 創業準備室（スタートアップルーム）
・ 当該事業創業の動機、意欲
・ 当該事業構想の明確性
② 小・中創業者育成室（インキュベートルーム）
・ 当該事業の実現性、成長可能性
・ 当該事業の新規性、競争優位性、推進体制、経営体制
・ 事業化による、県内への経済波及効果
上記事項に重点を置きつつ、申請内容を総合的に審査します。
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