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2013年 7月号

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　　　　　　　　　[ 8/2（金）、9/3（火）]

・プレゼンテーションセミナー　　　　　　　　[ 8/5（月）、9/5（木）、]

・プレゼンテーション練習会　　　　　　　　　[ 7/10（水）、7/11（木）]

　今月は、２～４ページ記載の11社がビジネスプランを発表いたします。
　福岡県の主要産業プロジェクト推進機関の推薦5社は、
「産業プロジェクト特集」として登壇します。

第１６５回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2013年7月23日(火)　10:30～15:00

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・607会議室　　商談会場：601・602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。

総会・講演会・交流会

7 月のマンスリーマーケットでは、FVM協会総会・講演会・交流会を同時開催します。
詳細は５ページをご覧ください。

＊総会・講演会・交流会は事前に申込みが必要です。

   　　お申込みはこちら FVM 検索

開催日：2013 年 7月 23日（火）

会　場：アクロス福岡（福岡市中央区天神 1-1-1）

入場無料 (先着順 )



7 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

開催日時：2013 年 7 月 23 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

11：05

～

11：35

代表取締役　西川 隆博

福岡市博多区豊 1-9-11

設立年月日　：2011.5.11
資　本　金　：990 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
販路拡大

省エネ型電気照明器具の開発及び販売

独自の「多面・多段体反射板」を用いた

本製品『LICO 省エネシステム』は、電気料金

削減、CO2 削減、労働環境改善に大いなる力

を発揮でき、地球環境の改善で社会貢献出来

ます。

株式会社ライコー

代表取締役　飯田　通次

福岡市南区筑紫丘 1-23-9
ハウスユマニテ大橋α館 205 号

設立年月日　：2000.9.13
資　本　金　：5,050 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

スマホ＆携帯向け、パン屋さん情報

ポータルサイト『ブランジェリータウン』

私たちは、思想や背景も含めて本当の意味の

「商品・サービス」と考えています。今回は、

私たちのテーマ（リアル・ヴァーチャル・

アミューズメントの接点）を具現化したサー

ビスの一例である「～福岡とっておきパン

サイト～　ブランジェリータウン」をご紹介

します。

株式会社
イー・クリエーション

11：40

～

12：10

代表取締役　山本　厚生

北九州市小倉北区馬借 1-5-18
ランドスペース馬借 2F

設立年月日　：2011.4.11
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：7 名

（プレゼン目的）
販路拡大

高消臭・高殺菌！

ハイブリッド光触媒　販売拡販事業

「臭い」で困っていませんか？当社の技術を用

いてタイルや空気浄化機内に形成した光触媒

被膜により、今までにない高消臭・高殺菌

製品の開発に成功！ホテルやオフィスビル、

工場内部の臭いから、タバコやトイレなどの

生活空間の臭いまで、「臭い」でお困りの方、

ぜひご覧ください。

株式会社マスクフジコー

13：20

～

13：50

Jobstudy.jp　

～社会貢献活動が行える社員研修～

Jobstudy.jp　

～社会貢献活動が行える社員研修～

貴社の社員研修が子ども達の職業教育になる

ことをご存知ですか？

学校では地域の職業を学びたい子どもたちが

沢山います。社員研修の一環として未来の

担い手となる子ども達に貴社の仕事を体験

させてみませんか？社会貢献活動が行える

社員研修を展開中です。

代表取締役　権藤　知恵美

福岡市博多区博多駅前 3-7-1
葵ビル 502 号

設立年月日　：2008.2.18
資　本　金　：500 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大

株式会社 Campanula

10：30

～

11：00

 

【　休　　　　憩　】



 

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

13：55

～

14：25

14：30

～

15：00

＊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　 竹内　渉

・本社
東京都渋谷区道玄坂 2-19-3-314
・福岡支社
福岡市中央区天神 1-10-24−2F

設立年月日　：2013.3.1
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大

オタク制作者・ファンのプラットフォーム

「factorybabies」

本サービスは新しい形のオタク制作者・ファン

のプラットフォームです！インターネットを

通じて、自作や中古のオタクグッズを誰でも

出品、入手することができます。また、グッズ

製作者たちに気軽にオーダーメイド製品の

発注を行うこともできます。

DoubleDown 株式会社

代表取締役　灰塚 鮎子

福岡市中央区天神 5-5-21
香月ビル 3F

設立年月日　：2011.4.28
資　本　金　：500 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

社員の本気を引き出すモチベーション

カウンセリング「hardial」の展開

hardial は独自のカウンセリング手法を使い、

パフォーマンスを向上させる目標設定を取り

入れたマネジメントカウンセリングサービス

です。社員の内的動機と業務の接点を見いだす

ことで、強制や交渉ではなく 納得と同意に

よって業績にコミットさせるモチベーション

3.0 を実現します。特に女性の多い職場、顧客

や従業員満足度を重視する職場などに高い効果

が期待できます。

株式会社 Elephant

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.fvm-support.com)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 8月20日(火)

2013年 9月18日(水)

2013年10月22日(火)

2013年11月20日(水)

申込締切

＊お問合せ下さい

7月31日(水)

8月31日(土)

9月30日(月)



産業プロジェクト特集　事業概要

開催日時：2013 年 7 月 23 日（火）　　会場：アクロス福岡 ６階　607 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

11：05

～

11：35

代表取締役　中吉 敏光

福岡県久留米市百年公園 1-1
FBIC ビル 405

設立年月日　：2009.10.26
資　本　金　：31,500 千円
常用従業員数：10 名

（プレゼン目的）
販路拡大

菱の実の製品化

万葉の昔から親しまれて来た伝統的食品であ

り、生薬でもある「菱の実」は、皮（殻）に

タンニンなどのポリフェノールをたくさん含

んでいます。近年、その機能性成分の評価が

進んでいる「菱の実」を、飲み易いお茶にし

て筑後発の機能性食品としてお届けします。

株式会社
彩光コーポレーション

トラフィック爆発を抑え撃つ超広域無線網

代表取締役　古川　浩

福岡市博多区博多駅前 3-6-12
オヌキ博多駅前ビル 4 階

設立年月日　：2008.8.8
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：

（プレゼン目的）
販路拡大

PicoCELA 株式会社

10：30

～

11：00

【菱の実】【菱の実の収穫（大木町）】

【彩菱茶（あやびしちゃ）】
・袋入り　4g×10 包　1,260 円
・ 箱入り     2g×10 個　1,260 円
              （個別不活性化ガス注入包装）

代表取締役社長　辻　卓則

福岡市南区的場 2-25-5
中原ビル 2F

設立年月日　：1994.3.7
資　本　金　：30,000 千円
常用従業員数：20 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

ネットワーク連携型

高齢者見守りコンセントロボ

高齢化社会の介護問題解決の一助となるべく、

実用性に優れたロボット介護機器を開発しま

す。ロボットと言っても、アームが動いたり

はしませんが、賢く（スマートに）見守りま

す。設置はコンセントに挿すだけ、簡単便利

です。

株式会社
ロジカルプロダクト

代表取締役　春田　統一

福岡県飯塚市平恒 42

設立年月日　：1972.4.1
資　本　金　：40,000 千円
常用従業員数：16 名

（プレゼン目的）
販路拡大

クラウドによる計測サービス

「デジカメ計速」

お手持ちのデジカメで計測したい対象物を

マーカーと一緒に複数枚写真を撮るだけで

寸法や面積が計測できる３次元計測の

クラウドサービスです。安価で使用でき実測

と同等の精度を保ち、見積コストと時間が

大巾に削減できる。ホームページより登録す

るだけで、その日から使用できます。

株式会社春田建設

13：20

～

13：50

13：55

～

14：25

【　休　　　　憩　】

 

聴覚的刺激 

視覚的刺激 

運動能力 

 

 

荷重・足位置判定 

専用プログラム 

声かけ 

（足位置判定・ 

リズム） 

システム構成 

ライト
動作指示器

ｸﾞﾘｯﾌﾟ
（左右利用）

プロジェクタ
視覚刺激

ﾚｰｻﾞｰﾚﾝｼﾞｾﾝｻ
足位置、幅

力覚センサ
支持力検知

スピーカ
聴覚刺激

測距ｾﾝｻ
障害物検知

非常停止ボタン
緊急時停止

14：30

～

15：00

代表取締役　 森　政男

北九州市小倉北区三萩野 2-8-17

設立年月日　：2008.1.31
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大

歩行リハビリ支援ロボット

「歩行訓練ツール」のご紹介

早い時期からの歩行訓練を行うために、映像と

音声による教示機能を搭載したサポートツール

です。現在注目されている介護ロボットの中で

も厚生労働省等の事業に採択された実績がある

開発品は少ないです。その開発の歩みと今後の

事業計画を発表いたします。

リーフ株式会社

スマートフォンの急速な普及にともなうデータ

トラフィックの爆発にどう対応するべきか？

2010 年の登壇テーマ「容易に拡張可能な画期

的な基地局インフラ提供による次世代コンテン

ツ産業のプラットフォーム、サービス提供」の

発展形としての対応戦略をご提案します。



【主催】

今回のＩＰＯチャレンジアカデミーオープンセミナーでは、最新のＩＰＯ動向や、上場を目指すにあたって必要と
なる事項を理解していただくことを目的として、上場に携わる様々なプレーヤーから、それぞれの視点よりＩＰＯに
関する事項について講演していただきます。
ＩＰＯに関心のある方であればどなたでも参加できますので、是非奮ってご参加ください！

IPOチャレンジアカデミー２０１３
～株式上場 虎の穴～

✔対象

IPO志向企業、ＩＰＯに関心のある企業
経営者・幹部（定員60名）

✔開催場所

福岡証券取引所大会議室
〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-2福岡証券ビル３Ｆ

✔開催時期 （全3回）

第1回 平成25年7月24日（水） 15:00～18:00

第2回 平成25年8月 8日（木） 15:00～18:00

第3回 平成25年8月29日（木） 15:00～18:00

✔参加費用

3,000円（全3回分）
※1回受けても3回受けても3,000円です。

OPEN SEMINAR

九州中小・ベンチャー企業ＩＰＯ支援プロジェクト（ＱＳＰ）
ＱＳＰ構成機関 ：九州ニュービジネス協議会、中小企業基盤整備機構九州本部、福岡証券取引所、フクオカベンチャーマーケット協会

お問合せ先
福岡証券取引所営業部（前野・波多江・牛島）

TEL092-741-8233

総　　　　会

交　　流　　会

講　　演　　会

・FVM 協会総会

　会　場：アクロス福岡４階　国際会議場

　時　間：15：50 ～ 16：20

・福岡ベンチャークラブ総会

　会　場：アクロス福岡４階　国際会議場

　時　間：15：30 ～ 15：50

会　場：アクロス福岡７階　大会議室

時　間：18：00 ～ 19：30

参加費：3,000 円
　＊事前にお申込み下さい。

会　場：アクロス福岡４階　国際会議場

時　間：16：30 ～ 17：45
　＊事前にお申込み下さい。

＜略　歴＞

東京大学農学部卒、2002 年東京三菱銀行入行。

2005 年 8 月株式会社ユーグレナを創業、同社代表取締役社長。

同年 12 月微細藻類ユーグレナ（和名：ミドリムシ）の屋外

大量培養に世界で初めて成功。

2012 年 Japan Venture Awards 2012 「経済産業大臣賞」受賞、

世界経済フォーラム Young Global Leader 2012 に選出。

信念は『ミドリムシが地球を救う』、著書は『僕はミドリムシ

で世界を救うことに決めました。』（ダイヤモンド社）。

＜講　師＞

　　株式会社ユーグレナ　

　　代表取締役社長　出雲　充 氏



６月ＦＶＭのご報告

● 6 月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●

6月ＦＶＭは、延 240 名の方にご参加いただきました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。

当日ご参加いただいた方もそうでない方も、ＦＶＭで発表されたビジネスプランに関する

お問合せやマッチング希望、アドバイス等ありましたら、

ぜひともベンチャーサポートセンターまでお寄せください。

和新工業株式会社

発表者
代表取締役 社長  森　茂博

津波災害避難用階段
「のぼーる」の開発

株式会社 SING

九州初！
シリコーンファクトリーの確立

発表者
代表取締役   中野　英司

株式会社ジャパンニューエナジー

発表者
代表取締役  関口　修一

次世代小型風力発電装置・
システム普及事業　

発表者
エモーショナルシステム部

   飛田　勲

『４Ｄ王』事業

株式会社セブンマーケット

発表者
代表取締役   内田　幸雄

福岡市・都心部の企業配布専門
ポストインサービス

株式会社Ｙ・Ｓ・Ｙ・エンタープライズ

発表者
代表取締役   弥吉　伸二

映像配信技術を用いた
迷子解決・子育て支援システム

・高速道路横の斜面などで見かける点検階段などで
培われた “確かな技術やノウハウ” と、不慣れな人
でも速やかに逃げられるように “配慮が行き届いた
構造、機能” による津波災害避難用階段です。
・既存の斜面を活用して避難経路を確保するため、
環境を壊さず、経済的。しかも高い耐久性も備えて
います。
・設置ニーズはニッチですが極めて明確。クロスセル
余地のある商材をお持ちの方など、特に遠隔地への
販売パートナーを求めています。

・ゴム産業が集積する久留米地域の中核を担いたい！
・そんな強い気持ちから、九州・中国地方で初となる
シリコーンゴム専門工場を立ち上げたベンチャー。
・耐熱性、耐水性等に優れ無色無臭。成分に毒性なく
安心安全等々・・・。シリコーンゴムの特性を活かし
た高機能素材やデザイン性高い商品の開発を進めて
います。
・製造委託はもちろん、素材や商品の共同開発など、
シリコーンゴムに関することなら何でもお声掛け
ください。

・設置環境や目的に応じてフレキシブルに設置できる
小型風力発電システムです。
・福大発の「張架式小型風力発電装置」と、都城高専
発の「特殊コイル」（微風発電可能技術）を組み合わ
せ、風力と発電のバランスを高い次元で実現すること
が目標とのこと。
・九州のポテンシャルに魅せられ、本社を関東から
福岡に移転してのスタートアッププロジェクトです。
製造から設置、メンテナンスまで九州企業とのパー
トナーシップ構築を目指して活動中です。

・１件１件足で稼いだインフラ・オフィスデータが
強みです。
・福岡都心部所在の２万８千社のうち、ポスティング
可能な１万社をリストアップしているとのこと。
・配布エリアを細かく指定できるうえ、オフィス責任
者向けとＯＬ向けの２種類のビジネスパーソン向け
フリーペーパーと一緒にポスティングするため、
ターゲットに併せたチラシの封入や広告掲載も可能
です。福岡都心部の企業にアクセスしたい方、
一度活用を検討されてはいかがでしょうか？

・何が３Ｄと違うのか？それは、映像が「飛び出す」
だけでなく、立体映像が視聴者に近づき、過ぎ去って
いく、そんな「突き抜けていく感覚」が体験できる
ことです。
・他社追随を許さない独自性に加えてコストパフォー
マンスも◎。コンテンツ充実の取組みにも余念が
ありません。
・アミューズメント施設や文教施設など、体験型
シミュレーションが活きるアイデア、導入先に心当
たりある方、ぜひお声掛けください。

・子育て支援には、何かと動画が便利です。言葉や
文字で伝えようと思ってもなかなか伝わらないこと
が、動画であれば簡単に伝えることができる・・・
そんな場面が少なくありません。
・当社は、迷子通知サービスの無償供与等を通じて
子育てネットワークを拡げ、アプリを利用せずに
ライブ動画の変換・配信が行える独自技術を活かした
子育て支援に取組む計画です。

（フクオカベンチャーマーケット事務局　後記）

株式会社ピー・ビーシステムズ



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 ７月 会場/時間帯 ８月 会場/時間帯 ９月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 8(月)
福岡ビル４F

15:00～17:00
2(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

3(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・プレゼンセミナー 5(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00
5(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

5(木)
福岡ビル４F

15:00～17:00

プレゼン練習会 10(水)、11(木)
福岡ビル４F

15:00～17:00
8(木)、9(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

10(火)、11(水)
福岡ビル４F

15:00～17:00

セミナー名 １０月 会場/時間帯 １１月 会場/時間帯 １２月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 2(水)
福岡ビル４F

15:00～17:00
1(金)

福岡ビル４F
15:00～17:00

2(月)
福岡ビル４F

15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・プレゼンセミナー 4(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00
5(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

4(水）、5(木)
福岡ビル４F

15:00～17:00

プレゼン練習会 10(木)、11(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00
11(月)、12(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00

9(月)、10(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00



【お問合せ・お申込み】

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@fvm-support.com

  U R L :  http://www.fvm-support.com

〒810-0001　福岡市中央区天神 1-11-17　福岡ビル４F

ベンチャーサポートセンターは、下記のとおり福岡ビル４Ｆに移転しました。

●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://www.fvm-support.com
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