
2013 年 5月号

ＦＶＭ

マンスリーマーケット

セミナー

・ビジネスプラン作成講習会　　　　　　　　　[ 5/1（水）、6/3（月）]

・プレゼンテーションセミナー　　　　　　　　[ 5/7（火）、6/5（水）]

・プレゼンテーション練習会　　　　　　　　　[ 5/13（月）、5/14（火）]

ｎｅｗｓＦＶＭ　ｎｅｗｓ

　フクオカベンチャーマーケット協会では、ベンチャー企業とビジネスパートナーのマッチング

の場として、フクオカベンチャーマーケットを毎月開催いたしております。

　今月は、２・３ページ記載の6社がビジネスプランを発表いたします。

　発表企業のビジネスプランに興味のある方、業務提携・技術提携・資金調達などのビジネス

マッチングを模索されている方など、多くのビジネスパートナーの皆様にご参加いただきます

ようご案内申し上げます。　

第１６３回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2013年5月21日(火)　13:10～16:35

開催場所：アクロス福岡6F(福岡市中央区天神1-1-1)

　　　　　発表会場：606会議室　　商談会場：601会議室

参 加 費：無料

※ビジネスパートナーの方であれば、どなたでも参加できます。

　事前エントリー不要です。

※発表企業の事業計画書等につきましては、開催当日配布いたします。
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共有のイメージ

・iPhone
・FileMaker GO
・病歴ノート

ホスト事業所

Ｂ病院

Ａ病院

Ｃ医師

Ｄ医師

VPNルーター

・FileMaker Pro12
・病歴ノート

・FileMaker Pro12
・病歴ノート

・iPad
・FileMaker GO
・病歴ノート

・FileMaker Pro12
・病歴ノート

現病歴、申し送り、看護サマリー等を共有利用します。

診療情報提供書、処方箋、主治医意見書等の作成・管理が可能となります。（※オプション機能）

 

5 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

開催日時：2013 年 5 月 21 日（火）　　会場：アクロス福岡 ６階　606 会議室

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

13：10

～

13：40

13：45

～

14：15

代表取締役　首藤　完治

大分県大分市中鶴崎 1-1-6
NTT 西日本鶴崎ビル本館 1F

設立年月日　：2006.1.9.11
資　本　金　：10,500 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
資金調達

大学・教育機関向け LMS・MOOC

構築支援サービス

次世代教育支援システム「オープンムーク

lms」。国内はもとより世界的に普及してきて

いる LMS（授業支援システム）をベースにク

ラウドパッケージ化し、短期間での導入がで

きます。大学だけでなく今後の企業需要も見

込める効率的な人材育成が可能なシステム

です。

レゾナント・ソリューションズ

株式会社

代表取締役　朴　用晳

福岡市博多区博多駅前 2-11-22-6F

設立年月日　：2009.4.21
資　本　金　：2,500 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
販路拡大、業務提携

環境に優しい最高級オーガニックコットン

ぬいぐるみ「MIYIM（マイム）」の販売

アメリカのブランドでありますＭＩＹＩＭ

（マイム）ぬいぐるみ（オーガニックコットン）

は現在、全世界 10 カ国にて販売されているも

のです。OCIA、GOTS、エコテックス規格 100

など世界最高レベルの認定を取得しています。

アメリカの俳優でありますトム・クルーズさ

んのお娘さん（Suri Cruise）の愛用品とし

ても知られています。

株式会社セゲル

代表社員　渡辺　寛史

福岡市中央区警固 2-15-7

設立年月日　：2008.5.16
資　本　金　：700 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大、業務提携

病歴データベース

「病歴ノート」の開発・販売

病歴ノートはワープロ感覚で使用できる、病

歴を中心とした患者データベースです。院内

での活用や特養施設と嘱託医との間での申し

送りや看護サマリー等の情報共有ツールとし

て大きな力を発揮します。

合同会社
メディカルソフト

14：20

～

14：50

14：55

～

15：25

 
自宅でパソコンから

通学中にスマートフォン

大学・企業

オープンムークlms

・授業資料の閲覧 ・授業資料のダウンロード

・レポート提出 ・質問、交流（ディスカッション）

・オンラインテスト ・アンケートの回答

・eポートフォリオ ・達成度評価

・動画授業による受講 ・動画資料による予習

ＬＭＳ

「オープンムークlms」

 

EV（電気自動車）急速充電器と

関連システムのご提案

温暖化対策の鍵とされるＥＶ（電気自動車）の

普及に充電インフラの整備は必須です。当社

は、他社より圧倒的に低価格で信頼性の高い

日産製急速充電器の提案、設置を行う事業を

展開しております。課金や集客につながるシ

ステムも併せて提案致しております。

代表取締役　江川　徳幸

古賀市川原１１３２

設立年月日　：2013.1.4
資　本　金　：9,990 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達、販路拡大

Clair 株式会社

-　2　-



 

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

15：30

～

16：00

16：05

～

16：35

＊発表時間は変更される場合がありますので、予めご了承ください。

代表取締役　安武一征

福岡市中央区高砂 1－20－18
ヒエダデザインビル 501

設立年月日　：2010.1.7
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

革新的ギフトアイテム

『コハルライト』の販路構築

誰もが初体験！桜の花びらが立体的に浮き上

がるおしゃれな組立式照明『コハルライト』。

コンパクトな箱からまさかの照明になるサプ

ライズ感が嬉しい革新的な『ギフト』が誕生。

2012 福岡産業デザイン賞一般投票【人に贈り

たい】部門第１位獲得！

株式会社
アジアン・マーケット

代表取締役　中村　理

福岡市博多区博多駅前 2-4-12
タイセイビル 6F

設立年月日　：2005.8.17
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大、業務提携

スマートフォン活用における

通販用決済システム

ネットでもネット以外でも見つけた商品をス

マートフォンにて最速３秒で購入でき、販売

業者が異なる場合でも、従来の ID、パスワー

ドは不必要。個人情報も一回登録したら、再

度入力することもありません。もちろん、通

販が苦手な年配者も簡単に購入可能です。

有限会社 AliveCast
　　 （アライブキャスト）

 

 

 

①coharuLight　- 桜 -　フロアライト　　

②coharuLight –桜 - ペンダントライト

セット内容：本体シート 12 枚、電灯ユ

ニット、蛍光型電球（電球色 60W）付

　　　　　・・・・・12，900 円（税込）

本体仕様：本体サイズ / 直径約 25cm  

梱包外箱サイズ：

　　　　　　W 31cm×H 11cm×D 24cm

エクスオーダー http://exorder.jp/

ExOrder 用 QR コード付チラシ スマートフォン用アプリ「ExOrder」 商品宅配

FVM今後の開催予定

フクオカベンチャーマーケット協会では毎月ビジネスプラン発表会・商談会を

開催しております。

新しい技術やサービスをお持ちのベンチャー企業及び新たな分野にチャレンジ

しようとする中小企業の皆様、ＦＶＭでビジネスプランを発表し、

貴社ビジネス展開を加速しませんか。

◆ フクオカベンチャーマーケット ビジネスプラン発表企業募集 ◆

お申込み
・ホームページ(http://www.ist.or.jp/ven)からエントリーしてください。

・電話（092-725-2729）では常時、参加相談等をお受けしています。

日　　程

2013年6月19日(水)

2013年7月23日(火)

2013年8月20日(火)

2013年9月18日(水)

申込締切

＊お問合せ下さい

5月31日(金)

6月30日(日)

7月31日(水)
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フクオカベンチャーマーケット（ＦＶＭ）の流れ

福岡ベンチャークラブ
ベンチャー企業のネットワークの輪を広げ、ビジネスチャンスを創出する場を提供致します

ビジネスプランブラッシュアップ プレゼンテーション ビジネスコーディネイト

ＦＶＭ協会ベンチャーサポートセンターが

貴社のビジネスプラン発表を一貫支援します。

ＦＶＭ　2ヶ月前

ＦＶＭ　1ヶ月前

ＦＶＭ　1/2 ヶ月前

ＦＶＭ　当　日

① エントリー

② 登壇企業決定

③ プレゼンテーション

　　セミナー・練習会

④ ＦＶＭ

⑤ ビジネスパートーナー

　　の獲得

＊ＨＰよりお申込ください。
　ＦＡＸ申込も可能です。

＊当協会の企画運営委員会
　で審査を行います。

＊効果的なプレゼンを行うた
　めのセミナーを開催します。
　（毎月初旬に開催）

＊練習会では、模擬プレゼン
　及び改善助言を行います。
　（毎月中旬に開催）

＊各社持ち時間は30分間です。

＊発表後、商談会場に移動し
　商談を進めていただきます。

＊商談会場では、当協会の
　コーディネーターが、貴社
　商談をサポートします。

＊登壇後はコーディネーター
　やスタッフが貴社商談成立
　をサポートします。

＊ＦＶＭ登壇企業は、「福岡
　県中小企業融資制度の経営
　革新支援基金」に申込むこ
　とができます。

Ａ

Ｂ

Ｃ

ビジネスプラン（事業計画書）は、事業の
仕組みや市場ニーズ、収益モデル、資金計
画などについて、わかりやすく体系的にま
とめたものであり「周囲を巻き込むための
説得材料」となるものです。ビジネスプラ
ンを練り上げる過程で、様々な経営課題や
新たなビジネスアイデアが見えてきます。
ベンチャーサポートセンターでは、窓口相
談やセミナー、専門家派遣等を通じて貴社
ビジネスプランのブラッシュアップを
サポートします。

フクオカベンチャーマーケット（ＦＶＭ）
では、ビジネスパートナーに向けてビジネス
プランを発表していただきます。ビジネス
プラン発表においては、目的や持ち時間に
合わせた効果的な資料作成と、プレゼンテー
ションの技術や準備（練習）が商談開始の
ポイントになります。ベンチャーサポート
センターでは、貴社ビジネスプレゼンテー
ションがより効果的なものとなるよう、
セミナーや練習会を実施しています。

フクオカベンチャーマーケット（ＦＶＭ）
には、フクオカベンチャーマーケット協会
会員をはじめとする多くのビジネスパート
ナーが参加します。ベンチャーサポート
センターでは、ベンチャー企業の要望や
ビジネスプレゼンテーションの目的に
あったビジネスパートナーに参加を呼び掛
けています。また、ビジネスプラン発表後
は、ベンチャーサポートセンターのコー
ディネーターが、商談開始に向けた様々な
サポートを行います。

Ａ Ｂ Ｃ

福岡ベンチャークラブは、ベンチャー企業のネットワークを広げるとともに、ビジネスチャンスを創出する場を
提供することにより、ベンチャー企業のさらなる発展を促進し、もって新産業の創出をはじめとする本県経済の
振興に寄与する組織として設立されたものです。

企業等の視察会、講演会、交流会、先輩経営者によるメンタリングや勉強会などを行っております。
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ＦＶＭセミナーのご案内

■　2013 年　ベンチャーサポートセンター　セミナー日程　■

フクオカベンチャーマーケット協会では、ビジネスプラン（事業計画）の作成から

効果的なプレゼンテーションの実施まで、ビジネスマッチングを成功させるための

スキルアップセミナーを定期開催しています。

新たな事業に挑戦する方なら法人個人問わず、どなたでも参加いただけます。

受講料は無料です。

ビジネスプラン作成講習会 プレゼンテーションセミナー プレゼンテーション練習会

ビジネスプラン（事業計画書）は、新事業

成功のストーリー」であり「周囲を巻き込む

ための説得材料」です。ビジネスプランを作

り上げる過程で、事業の強み・弱み、経営資

源は足りているか否か、どのように成長させ

ていくか等が見えてきます。この講習会では、

ビジネスプラン作成のポイントを確認し、貴

社ビジネスプランのブラッシュアップを行い

ます。

ビジネスプランを展開するためには、資金、

販路、技術などの面でビジネスパートナーを

獲得することが大切です。ビジネスパート

ナーを獲得するためには、確かなビジネスプ

ランを描き、その成長性や成功の可能性を理

解してもらう必要があります。このセミナー

では、ビジネスマッチングを成功させるため

のコツを解説し、「伝える力」の向上をはか

ります。

ビジネスマッチングを成功させるためには、

事前のプレゼンテーション練習が欠かせませ

ん。

この練習会では、本番同様にプレゼンテー

ションを行い、その後ベンチャーサポート

センターの専門家やスタッフと共に、より

効果的なプレゼンテーションを行うための

改善や工夫について討議します。

◆講　 師：ベンチャーサポートセンター 

　     チーフマネージャー　 神田橋 幸治

◆講　  師：ナレッジネットワーク株式会社

　　　　   代表取締役　森戸 裕一

◆講　 師：ベンチャーサポートセンター 

　 ビジネスコーディネーター　松窪 一則

セミナー名 ５月 会場/時間帯 ６月 会場/時間帯 ７月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 1(水)

アクロス福岡
西オフィス9F
ふくおかIST

15:00～17:00

3(月)
福岡ビル4F

15:00～17:00
8(月)

福岡ビル4F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・
プレゼンセミナー

7(火)
アクロス福岡5F

501会議室
15:00～17:00

5(水)
アクロス福岡5F

501会議室
15:00～17:00

5(金)
アクロス福岡5F

501会議室
15:00～17:00

プレゼン練習会 13(月)、14日(火)

アクロス福岡
西オフィス9F
ふくおかIST

13:00～16:00

11(火)、12(水)
福岡ビル4F

13:00～16:00
10(火)、11(水)

福岡ビル4F
13:00～16:00

セミナー名 ８月 会場/時間帯 ９月 会場/時間帯 １０月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 2(金)
福岡ビル4F

15:00～17:00
3(火)

福岡ビル4F
15:00～17:00

2(水)
福岡ビル4F

15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・
プレゼンセミナー

5(月)
アクロス福岡5F

501会議室
15:00～17:00

5(木)
アクロス福岡5F

501会議室
15:00～17:00

4(金)
アクロス福岡5F

501会議室
15:00～17:00

プレゼン練習会 8(木)、9(金)
福岡ビル4F

13:00～16:00
10(火)、11(水)

福岡ビル4F
13:00～16:00

10(木)、11(金)
福岡ビル4F

13:00～16:00

-　5　-



【お問合せ・お申込】

フクオカベンチャーマーケット協会　ベンチャーサポートセンター

ＴＥＬ：092-725-2729　　　ＦＡＸ：092-725-2796

Ｅ－ｍａｉｌ：ven@ist.or.jp　　ＵＲＬ:http://www.ist.or.jp/ven

〒810-0001　福岡市中央区天神 1-1-1　アクロス福岡西オフィス 9F

福岡
ビル

ベンチャーサポートセンターは、6 月 3 日より下記のとおり福岡ビル４Ｆに移転します。

●所在地：  アクロス福岡９Ｆ　        

●電　話：  092-725-2729

●ＦＡＸ ：  092-725-2796 

●E-mail：  ven@ist.or.jp  

●ＵＲＬ  :   http://www.ist.or.jp/ven

　　

→

→

→

→

→

福岡ビル４Ｆ

＊変更なし

＊変更なし

ven@fvm-support.com

http://fvmsupport.com

-　6　-




