


Prosperity by Integrity 

ドーガンは、地方経済の活性化のために、 

企業投資（インベストメント）と助言（アドバイザリー）を行うプロフェッショナル集団です。 

我が国において、地方の企業はとても厳しい経営環境におかれています。グローバル化の進展とともに、その闘いは
あらゆるフィールドでますます激しいものになっています。だから私たちは、起業・成長・再編・再生・承継など、あらゆ
る経営の諸問題に真正面から取り組む地方の企業をサポートします。最新かつ最強のノウハウとネットワークを駆使
して徹底的に応援します。 

 

私たちは、２００４年の創業時に「きれいな心と創意工夫で、世界に通用する地場産業の投資と育成に取り組む」とい
う経営理念を掲げました。荒れ狂う大波を前に、キラリと光る地方の経営者から、身近で若々しい唯一無二のパート
ナーとして認められること。「共に同じ船に乗ってくれ」と指名されること。これが私たちの存在意義であり幸せです。そ
う、私たちは地方の経営者にとっての参謀（DOGAN SANBO）でありたいと考えています。 

DOGAN SANBO  （Smart Authentic Navigator for Business Owners）。 それは私たちのサービスの総称。 

社名の由来 

九州弁で「いかがですか？」というときに、（地方によって）「どぎゃんですか？」「どげんですか？」「どげ
ですか？」「どがんですか？」という言葉を使います。この相手を思いやる柔らかな響きを社名の語源と
しました。また、日本銀行創立100周年の記念出版物の中で、当時の前川総裁が、日銀の役割として
「奴雁/どがん」という言葉を書かれていました。奴雁とは、休息する群れにあって、独り首を巡らして周
囲を警戒する雁のこと。当社もこの雁のように、地域経済の発展のため、時勢を看取し、機会を生み出
し、社是とする「きれいな心」で地域経済に役立っていきたいと考えています。 

DOGAN is a group of professionals specializing in corporate investments 

and consultation services, with the ultimate goal of revitalizing the regional economy. 

Corporations located in outlying regions of Japan are struggling to survive in an ever-changing economic 
climate. Globalization is attracting stronger competition in every field. DOGAN is here to support those 
corporations in all management-related matters, including foundation, growth, restructuring, revitalization, 
and succession. You will have at your disposal our latest and most effective know-how and network; we offer 
support that is both thorough and efficient. 
 
Our company was founded in 2004 under the following mission statement: We will invest in and foster local 
industries with the purest of intentions and ingenious approaches so that they may become global 
competitors. Our objective is to be recognized as a youthful, accessible, and one-of-a-kind partner for 
capable local businesspersons who are battling the raging storm, and to be invited on board to navigate 
through troubled waters together. This is our joy, our raison d’être.  Yes, we are SANBO (strategist) for local 
businesspersons (DOGAN SANBO). 

DOGAN SANBO  (Smart Authentic Navigator for Business Owners) . This is the collective term for our services. 

Origin of our company name 

When asking “How are you?” in the Kyushu dialect, we say, depending on the region, “dogyan desu ka?” 

“dogen desu ka?” “doge desu ka?” or “dogan desu ka?” This thoughtful phrase with its gentle lilt became the 

origin of our company name. Also, in the commemorative publication for the 100th anniversary of the Bank of 

Japan, then Governor Maekawa used the word dogan to describe a role of the Bank of Japan. Dogan is a 

Japanese word for the goose that stays on the lookout while the rest of the flock rests. We wish to do the 

same: to stay abreast of the times, create opportunities, and contribute to the development of the local 

economy in accordance with our mission. 

Identity 



地域特化型の投資ファンドを設立、運営します。 

◯出資者となる地域金融機関や公的機関、年金などの機関投資家に対し、 
 投資意義の高い余資運用手段を提供します。 

We establish and operate region-specific investment funds. 

◯We provide our investors, that is, institutional investors such as local financial   institutions, public   
agencies, and pension funds, with valuable methods of investment for their surplus funds. 

Fund Business 

ファンド業務 

◯投資を受ける個別の企業にとっては、銀行からの融資を得にくい場合であっても 
 事業展開に必要な資金を調達することができます。 
 これはマクロ的にみても地方経済の活性化に必要不可欠なことで、意義の高い経済活動です。 

◯個別企業に対して、身近なパートナーとして、経営管理や販路拡大の支援などを 
 徹底したハンズオンでサポートします。 

◯Individual companies receiving investments can procure business development funds,  
even when it is difficult to obtain financing from banks. Not only is this a highly significant economic activity, 
but it is also essential for revitalizing local economies,  
even from a macro perspective. 

◯As an accessible partner, we will deliver thorough, hands-on support for business management,sales route 
expansion, and other aspects of individual companies. 

DOGAN Regional Funds (DRF) 

・Venture / New Business Fund 

・Business Revitalization Fund 

・Buyout Fund for Business Succession 

・Growth Support Fund 

・Overseas Advancement Support Fund 

Custom-Tailored Funds (CTF) 

・Agriculture Fund 

・New Energy Fund 

・Setting up theme funds 

   targeting individual companies 

   and assets for investment 

DOGAN Regional Funds (DRF) 

・ベンチャー / 第二創業ファンド 

・事業再生ファンド 

・バイアウト事業承継ファンド 

・グロース（成長支援）ファンド 

・海外進出支援ファンド 

Custom-Tailored Funds (CTF) 

・農業ファンド 

・新エネルギーファンド 

・個別の企業や資産を投資対象とする 

  テーマファンドの組成 



経営課題に対し、身近な立場で最適なアドバイスをします。 

今までの常識が通用しないパラダイムシフトの絶えない時代。その中で正しい経営判断をするためには、客観的かつ
最新の情報と、業界の常識に捉われないダイナミックかつユニークな発想が必要不可欠です。しかしながら、経営の
リソースは限られており、実際には発想の転換や新しい情報源の確保はなかなか難しいものです。ましてや膨大な情
報の海の中から、自社にとって有益な情報を探し出すことは容易ではありません。そこで私たちは、貴社を取り巻く事
業環境を精緻に分析した上で、中立的かつ専門的な立場から戦略策定のアドバイスと実行支援のサポートを行いま
す。 

As experts working closely with our clients,  

we provide practical advice on management issues. 

Constantly occurring paradigm shifts are rendering conventional knowledge obsolete. Making sound 
business judgments amid this constant change requires objective and up-to-date information as well as 
dynamic and unique ideas that break traditional business molds. However, the reality is that management 
resources are often limited; fresh thinking and securing new information sources are difficult feats. Moreover, 
choosing what benefits the company from a vast and unorganized sea of information is much easier said 
than done. This is where we come in. We conduct exhaustive analyses of our clients’ business environment 
and offer advice on strategy formulation and execution support from a neutral yet expert point of view. 

Advisory Business 

アドバイザリー業務 

アドバイザリーメニュー 

・M&Aアドバイザリー 

・経営コンサルティング 

・事業計画・再生計画策定支援 

・財務モニタリング 

・資本政策策定支援 

・成長戦略策定支援 

・海外進出支援 

・人事・組織コンサルティング 

・経営者・経営幹部育成支援 

・ITコンサルティング 

・人材紹介（DOGAN Executive） 

・不動産アドバイザリー（不動産仲介、CRE戦略） 

Advisory Menu 

・M&A advice 

・Management consulting 

・Support for devising business plans / revitalization plans 

・Financial monitoring 

・Support for designing capital policies 

・Support for formulating growth strategies 

・Support for making overseas advancements 

・Personnel / organization consulting 

・Training for managers / executives 

・IT consulting 

・Executive search (DOGAN Executive) 

・Real estate advice (real estate brokerage, CRE strategies) 



CORPORATE PROFILE 

会      社       商      号 株式会社ドーガン 

DOGAN, Inc. 

沿                        革 2004年8月 

2005年9月 

2006年4 月 

2006年10月 

 

 

2007年5 月 

2008年6月 

2008年8月 

2012年9月 

2012年11月 

2013年6月 

2013年7月 

2013年8月 

2013年9月 

2014年1月 

2015年11月 

2016年2月 

 

2017年1月 

（株）コア・コンピタンス九州 設立 

ファンド運営子会社（株）CCQプリンシパル・インベストメント 設立 

チャレンジ九州・中小企業がんばれ投資事業有限責任組合 設立 

（株）コア・コンピタンス九州を（株）ドーガン・アドバイザーズに商号変更 

（株）CCQプリンシパル・インベストメントを（株）ドーガン・インベストメンツに商号変更 

本社を現在地に移転 

九州事業継続ブリッジ投資事業有限責任組合 設立 

九州BOLERO投資事業有限責任組合 設立 

アグリクラスター投資事業有限責任組合 設立 

九州アントレプレナークラブ投資事業有限責任組合  設立 

「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」 第１号認定取得 

「元気な長崎」応援投資事業有限責任組合 設立 

十八6次産業化支援投資事業有限責任組合 設立 

ヘリオス投資事業有限責任組合 設立 

九州BOLERO2号投資事業有限責任組合 設立 

子会社である（株）ドーガン・インベストメンツを吸収合併し、（株）ドーガンへ商号変更 

船舶投資ファンド「DG MOMO INVESTMENTS S.A.」 設立 

人材紹介事業を（株）ドーガン・エグゼクティブへ分社化  

（株）ウィズオレンジ 設立 

ベンチャー支援事業を（株）ドーガン・ベータへ分社化 

所             在            地 〒810-0041  福岡市中央区大名2丁目4番22号 新日本ビル 2F 

TEL 092-739-2311（代表） /  FAX 092-739-2317 

資             本            金 5,000万円 

役                            員   代表取締役社長 

取締役副社長 

取 締 役 

取 締 役 

取 締 役 

監 査 役 

森 大介 

中原一徳 

林 龍平 

金蔵明郎 

齋藤徹也 

坂本康尚 

金 融  商  品  取  引  業 

加入金融取引業協 会 

 

宅  地  建  物  取  引  業 

有 料 職 業 紹 介 事 業 

 一 般労働者派遣事業 

    福岡財務支局長（金商）第101号（投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業） 

    一般社団法人日本投資顧問業協会 

    一般社団法人第二種金融商品取引業協会 

    国土交通大臣（1）第008986号 

    40-ユ-300550 

    派40-300696 

会  

社  

概  

要 



Professional Staff 

森 大介  1991年日本長期信用銀行に入行。98年シティバンク、エヌ・エイに転身し、福岡出張所の初代所長として九州経済界での人的
ネットワークを構築。その後、金融の地産地消を故郷九州で実現すべく、2004年(株)ドーガンを設立。 

 ブティック型のインベストメントバンクとして、主に九州地区の地場企業に対し、事業承継・再生・M&A・ベンチャー支援等の投

資銀行業務を提供。経済合理性のみを追求する投資ファンドとは一線を画し、徹底したハンズオンで中長期的視点に立って企
業価値を向上させていくことを特徴とする地域特化型の事業承継や再生やベンチャーなどの各種投資ファンドを運営。 

 中央大学法学部卒 

 福岡城西ロータリークラブ 

熊本県 

出身 

中原 一徳 

 

 福岡市役所勤務後、監査法人トーマツ東京事務所、Ernst&Young(EY)を経て、2010年4月弊社に参画。 

 トーマツでは、会計監査業務、IPO支援、包括外部監査（業務改善の提言）等に従事。 

 EYでは、事業再生、企業再生、三セク民営化、グループ再編に関する業務に従事。 

    再生支援業務は、ソフトウェア、建設業、機械メーカー、造船業等多岐の業界に渡る。 

 弊社参画後は、投資ファンドの運営、M&Aアドバイザリー、再生支援業務(DD、計画策定支援)に携わる。 

 九州大学経済学部卒 公認会計士 

 盛和塾 

福岡県 

出身 

 

林 龍平  住友銀行、シティバンク、エヌ・エイを経て、2005年2月弊社参画。 

 弊社では、主にベンチャー支援業務に取り組んでおり、2本総額21億円のベンチャーファンド立ち上げを行い、これまでに約30

件の投資を行ったほか、2012年には起業家支援のためのシリコンバレー型コワーキングスペース「OnRAMP」を福岡市に開
設し、地元起業家のコミュニティ形成支援を行っている。また、2014年には福岡市がカルチュア・コンビニエンス・クラブと共同で
中央区天神に開設した「スタートアップカフェ」の設立プロジェクトにも参画。 

 九州大学法学部卒 

 博多21の会 

 株式会社ドーガン・ベータ 代表取締役パートナー 

福岡県 

出身 

 

金蔵 明郎  1978年日本長期信用銀行に入行。以降、UBS証券、GE Capital 、福岡銀行、福岡キャピタルパートナーズ、FFGビジネスコ
ンサルティングと幅広い分野での投資銀行業務に従事。 

 福岡銀行では、法人営業部部長、ふくおか債権回収㈱の代表取締役専務を歴任し、福岡キャピタルパートナーズでは代表取
締役副社長を歴任。 

 2016年1月弊社参画後は、投資銀行業務における豊富な知見を活かし、当社業務の審査全般に従事。 

 東京大学法学部卒 

鹿児島県 

出身 

 

齋藤 徹也  三井信託銀行（現三井住友信託銀行）、シティバンク 、パシフィックホールディングスと一貫して不動産金融商品の 

      開発、運営に従事、オフィス・商業施設のJ-REIT日本コマーシャル投資法人（資産規模：約2600億円）の資産運用会社 

      では代表取締役社長（CEO）等を歴任し、IPO（グローバルオファリング）からM&Aによる譲渡まで従事。 

◆    合同会社かまくらトラストアドバイザーズ 代表社員として独立し、企業規模に拘わらず多くの企業のフィナンシャル・ 

        経営全般に関するアドバイザーとして活躍。2015年からドーガン社の東京での事業をサポート、2017年3月より取締役。 

 早稲田大学商学部卒 

熊本県 

出身 

新村 和洋  肥後銀行にて融資・渉外業務に従事。 

 その後オリックスにて、不良債権投資や企業再生業務に従事。 

 2008年4月弊社参画後は、一貫して再生ファンドである「BOLEROファンド／BOLERO2号ファンド」の運営業務に従事。 

 横浜国立大学経営学部卒 

 

熊本県 

出身 

 

伊藤 一直   東京海上日動システムズにてシステムエンジニアリングに従事。 

 その後Futurerays ビジネスコンサルティング事業部にてコンサルティング業務に従事。  

 2012年10月弊社参画後、製造業、小売業等の多数の中小企業の計画策定、海外進出支援、マーケティング調査支援等を行
う。 

 University of Wales,Swansea 欧州経営学部卒 

福岡県 

出身 

 

岩田 健一郎  米国メリルリンチ証券にて、グローバルマーケッツ オペレーション・アンド・ミドルオフィス部門においてアナリスト業務に従事。 

 その後ピナクルにて、M&Aアドバイザリー業務に従事。 

 2014年2月弊社参画後は一貫してM&Aアドバイザリー業務に従事。 

 University of Hawaii at Manoa Bachelor of Business Administration卒 

福岡県 

出身 

 

岡本 賢吾  監査法人トーマツ東京事務所、PwCアドバイザリー株式会社を経て、2013年5月弊社に参画。 

 トーマツでは、会計監査業務、コンフォートレター作成業務等に従事。 

 PwCでは、M&Aアドバイザリー業務、事業再生、企業再生業務に従事。 

      再生支援業務では、金融機関、製紙業、小売業、ガラス製造メーカー等の業界に関与。 

 弊社参画後は、M&Aアドバイザリー、再生支援（DD、計画策定支援）、投資ファンドの運営業務に従事。 

 早稲田大学政治経済学部卒 公認会計士 

福岡県 

出身 

 

清野 真也  三菱東京UFJ銀行にて国内外（ドイツ）の日系大企業、中堅中小企業の資金調達、貿易金融、海外進出支援等に従事。 

 2011年9月弊社参画後は、M&Aアドバイザリー業務、ファンドの立上・運営、地域金融機関や会計士・税理士等のネットワーク
拡大業務に従事。 

 京都大学工学部卒 

福岡県 

出身 

 



小柳 祐一郎  みずほコーポレート銀行入行後、みずほ証券にてストラクチャードファイナンス及び証券化、みずほ銀行にて地域金融機関に
対するデリバティブ内在運用商品のセールスに従事。 

 現在は、バイアウト・メザニンファンドの運営業務に携わる。 

 2015年9月弊社参画。 

 上智大学経済学部卒 早稲田大学大学院会計研究科卒 

福岡県 

出身 

佐伯 拓磨  肥後銀行にて、法人融資営業及び信用格付や自己査定等の査定業務に従事。 

 2014年8月弊社参画後は、再生支援（DD、計画策定業務）業務、バイアウト・メザニンファンドの運営業務に携わる。 

 現在は、社長室に所属し、経営企画、新規事業開発、採用、IR(広報）、各案件のサポートを担当。 

 西南学院大学商学部経営学科卒 
熊本県 

出身 

田邊 裕   東京三菱銀行 大阪地区における融資業務に従事。 

 その後リクルートキャリアにて営業及びカウンセラーとして関西、九州で活躍し、ワークスノート設立。 

 2015年4月弊社参画後は、人材紹介部門ドーガンエグゼクティブの主担当者としてチームを率い主に、Uターン人材など経営
者・候補となる人材のマッチングに従事 

 立命館大学経営学部卒 

 株式会社ドーガン・エグゼクティブ 代表取締役 

福岡県 

出身 

原 巧  ドイツ証券コーポレートファイナンス統括本部のサマーアナリスト及びラザード・フレールK.K.投資銀行部門の長期インターンとし
て、投資銀行業務に従事。 

 2017年6月弊社参画。 

 慶應義塾大学環境情報学部卒、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス (LSE) 社会学部文化社会学科修士 福岡県 

出身 

深水 良彦  高千穂交易株式会社にて、企業法務全般、IR、M&A等の業務に従事。 

 2012年9月弊社参画後は、投資ファンドの運営業務や、再生企業でのハンズオン支援業務に従事。 

      再生会社、事業承継企業の現場でファンド派遣の経営企画担当者として、数々の実績を誇る。 

 福岡大学法学部卒 グロービス経営大学院卒 
福岡県 

出身 

藤崎 洋之  三菱東京UFJ銀行にて国内拠点で法人営業、個人営業に従事。 

 2008年4月弊社参画後は、M&Aアドバイザリー業務、投資ファンドの運営業務等に従事し、現在は審査・コンプライアンスを担
当。 

 西南学院大学商学部卒 鹿児島県 

出身 

山下 春菜  篠原三子雄税理士事務所にて、税理士補助業務（月次会計、税務申告業務等）に従事。 

 2010年11月弊社参画後は、投資ファンドの運営業務やベンチャー支援業務、コンサルティング業務に従事。 

 福岡大学法学部卒 
福岡県 

出身 

渡辺 麗斗  神戸大学にてアントレプレナーシップ、ベンチャーファイナンスを忽那憲治氏に師事。 

    2012年3月より弊社にて長期インターンシップを経て参画。 

 弊社ではインターンシップの頃より一貫してベンチャー投資に従事。案件発掘から投資実行後の支援までを行う。 

 主な投資先は株式会社グルーヴノーツ、株式会社リーボ、株式会社ウェルモ、株式会社ウミーベ。 

 神戸大学経営学部市場科学分野卒 

 株式会社ドーガン・ベータ 取締役パートナー 

静岡県 

出身 




