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2013年 8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　　　　　　　　　[ 8/8（木）、8/9（金）]

　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。

第１６６回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2013年8月20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。



8 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

開催日時：2013 年 8 月 20 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

13：45

～

14：15

代表取締役　福本　明

福岡市博多区博多駅前 2-9-28
福岡商工会議所ビル 9 階　9-B

設立年月日　：2012.9.3
資　本　金　：53,712 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
業務提携

眠った活魚が世界を流通する時代を創る

当社の「魚介類を常温のまま長時間鎮静化

（麻酔）して輸送する実用的技術」は、高密度

積載による活魚輸送の低コスト輸送を可能に

し、麻酔下で血抜きを施すことによる肉質向上

によるブランド化、長距離輸送による活魚の海

外輸出入産業の開拓などを実現できる、極めて

有益な新技術です。

マリンバイオテクノロジー

株式会社

14：20

～

14：50

14：55

～

15：25

13：10

～

13：40

 

代表取締役　山本　啓一

福岡市南区大橋 1-2-3

設立年月日　：2006.2.2
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

貸看板福岡 .com

貸看板福岡 .com は、地域密着の貸看板情報

マッチングサイトです。貸看板を探している

クライアント、空いている貸看板を埋めたい

看板屋、自社のデッドスペースの土地やビルの

壁面に看板を設置して収益化したい不動産オー

ナー・不動産会社をつなぐ成果報酬型マッチ

ングサイトです。

エンドライン株式会社

使用済みタイルカーペットを

再び原料として再生する循環型リサイクル

使用済みタイルカーペットを再びタイルカー

ペットの“原料”として再生する完全な循環型

リサイクル事業。石油に依存することのない

持続可能な供給体制を構築。今後は既存のビジ

ネスモデルを展開し他の廃棄物をリサイクルす

ることで更なる成長を見込んでいる。

代表取締役　越智　晶

東京都中央区日本橋久松町 4-10
イマス日本橋福山ビル 5F

設立年月日　：2003.12.25
資　本　金　：50,000 千円
常用従業員数：38 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

リファインバース
株式会社

 タイルカーペットリサイクル処理フロー

搬 入

産廃業者からの搬入

搬 入

産廃業者からの搬入

選 別

異物付着物などを除去

選 別

異物付着物などを除去

切 削

裏面塩ビ層を粉体化

切 削

裏面塩ビ層を粉体化

分 級

粒度調整及び異物除去

分 級

粒度調整及び異物除去

再生塩ビコンパウンド

リファインパウダー

再生塩ビコンパウンド

リファインパウダー

再生タイルカーペット

エコマーク製品など

再生タイルカーペット

エコマーク製品など

人手による選別から機械による異物除去などを徹底することにより再生製品の品質安定化を実現している
ライン内は全て自動化しており効率的なリサイクル処理を実施

活魚の海外輸出入 

活魚の国内輸送委託 

マリンバイオテクノロジー社 
魚介類の麻酔技術 

各県漁連、水産会社が九州で養殖する

カンパチ、ブリを東京へ受託輸送する 

〈 研究開発 〉  

提携研究機関：当社顧問らの関係大学と 

協力して事業化技術を発展させる。 

 べンチャーキャピタル 

 

世界各都市（ドバイ、香港、上海、欧米

の都市）に活魚を輸出する。 

活魚の国内販売 
九州の活魚・活イカ、を

東京へ輸送し、販売する。 

投資 

代表取締役　樋口　清美

福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16

設立年月日　：2007.3.26
資　本　金　：4,600 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

仕組み化された

新規顧客開拓サービスの協力店募集

ほとんどの企業の悩みは新規開拓に費用と手間

がかかりすぎることです。弊社が提供する

「バイカスタマーズ」は、見込み客を顧客に育

てるプロセスを提供するだけでなく、実践も

含まれています。成果に比べコストパフォー

マンスの優れた新規開拓支援サービスです。

株式会社
sora プロジェクト



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　 村社　勝

宮崎県宮崎市大字田吉 1886

設立年月日　：1971.10.1
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：27 名

（プレゼン目的）
販路拡大

消波根固めブロック鋼製型枠　遮熱塗料

熱反射顔料・特殊セラミックを配合した高反射

塗料です。生コン車ドラム塗装でＮＥＴＩＳを

取得。鋼製型枠に塗ることにより温度上昇によ

るコンクリートの劣化を抑制します。また型枠

組立解体作業時の作業員の熱中症予防対策にも

有望です。

　　　　　　　　　　　　　　

株式会社宮防

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 9月18日(水)

2013年10月22日(火)

2013年11月20日(水)

2013年12月19日(木)

申込締切

＊お問合せ下さい

8月31日(土)

9月30日(月)

10月31日(木)

通常錆止め塗装 ４６．３℃ 

遮熱塗料ファームバリア塗装 ２８．８℃ 

遮熱塗料吹付作業 

代表取締役　栗谷　利夫

熊本県阿蘇市狩尾 289

設立年月日　：1996.2
資　本　金　：100,000 千円
常用従業員数：30 名

（プレゼン目的）
販路拡大

「阿蘇リモナイト」の脱臭・消臭事業

阿蘇の恵み「リモナイト」の脱臭・消臭パワー

炸裂 !!

天然素材で、四大悪臭の吸着。

グリストラップの悪臭を除去。

排水管の油の付着を低減。　

太古の昔からの贈り物、「リモナイト」の

機能性の紹介。

株式会社日本リモナイト

    ⇒         

     ⇒         



総会・講演会・交流会

多数のご来場ありがとうございました

　株式会社ユーグレナの出雲社長にご講演いただき、講演後交流会にご参加いただきました。

　大学在学中に訪れたバングラデシュで栄養失調（≠空腹）の問題に直面し、この問題を

解決するため、人が健康に生きるために必要な栄養素を豊富に含む食物を追い求めた結果、

“ミドリムシ” に辿りついた出雲社長。

　動物と植物の栄養素を兼ね備え、食物連鎖の最下層に位置しているがゆえに、大量培養が

困難だったミドリムシを世界で初めて屋外大量培養に成功した会社こそが、株式会社ユー

グレナ（和名：ミドリムシ）です。この技術を確立し、昨年 12 月には東証マザーズに上場

を果たしました。

　講演会の中では、日本で１番高い山は富士山ですが、2番目に高い山  はどこかご存知

ですか、という問いかけがありました。この問いに即答できる方はどれくらいいらっしゃる

でしょうか。そうです、私たちは日本で 2番目に高い山すら認識していないのです。

　加えて、こんな話もありました。Y=1/X（縦軸に効用、横軸に人数）の関数が示すとおり、

市場にプレーヤーが 1人の場合（X=1）は享受できるメリットが１（Y=1）ですが、2人いれば 1/2、同様に、1/3、1/4・・・と効用はどこまでも低減していきます。

　これらの例を引き合いに、「ニッチな分野で生き残りをかけるベンチャー企業は、1番を目指さなければ誰も認識すらしてくれません。１番を目指さなければ

意味がないんです！」と熱く語った出雲社長。また、出雲社長自身、500 回営業して初めて、最初のビジネスパートナーである大手商社と巡り合えたとのこと。

曰く、「成功確率が１％だと仮定すると、２回連続で失敗する可能性は 99％の２乗、逆に言えば２回トライして１回でも成功する確率は、1－99％の２乗、３回

トライして１回でも成功する確率は、１－99％の３乗です。これを繰り返していくと、459 回トライすれば、成功確率が 99 パーセントを超えます。」

　大切なのは、あきらめたらダメだということです。あきらめずにやり続ければ成功する。不屈の精神で、信念をもって取り組めば成功は導ける。

　　『くだらないものなんて、ない。どんなちっぽけなものにも可能性があり、それを追い求めていけば、やがてその努力は報われる。』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。」より）

　最後に、支援する立場の方に対しても、「それくだらないからやめた方がいいよ。」ではなく、「どうしたらうまくいくか。どうしたら世の中に役に立つものに

なるか。」という視点でアドバイスしてくれれば大変ありがたいとも語っておられました。講演を聞いた方が、きっとそれぞれのお立場で共感し、「明日からまた

がんばろう」と感じたのではないでしょうか。そんな気持ちが自然と湧いてくる、素晴らしいご講演でした。

　

◆  ＦＶＭ総会  ◆
  ７月２３日に開催いたしました平成２５年度フクオカベンチャーマーケット協会総会に

おきまして、「役員の選任」、「平成２４年度事業報告」及び「平成２５年度事業計画」が

承認されました。

　引き続き、フクオカベンチャーマーケットを中心とする当協会の取組みが、中小・ベンチャー

企業とその支援者双方にとって、より有用なものとなるよう、事業の見直し、強化を図って

まいります。

　今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

 氏名 所属 

会長 鎌田 迪貞 九州電力㈱相談役 

副会長 古賀 信行 野村ホールディングス㈱取締役会長 

副会長 天野 太道 有限責任監査法人トーマツ包括代表 

副会長 吉留 真 大和証券㈱特別顧問 

 

【フクオカベンチャーマーケット協会役員】

◆  講演会・交流会  ◆

 　A. 日本で 2番目に高い山は、山梨県にある「北岳」（標高 3,192ｍ）です
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産業プロジェクト特集を開催しました
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７月ＦＶＭのご報告

● 7 月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●

７月ＦＶＭは、産業プロジェクト特集とあわせ延 399 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。

株式会社ライコー

発表者
代表取締役　西川　隆博

特許取得！多面・多段折の特殊反射板仕様の

省エネ型電気照明器具の開発及び販売

株式会社 Campanula

Jobstudy.jp　
～社会貢献活動が行える社員研修～

発表者
代表取締役  権藤  知恵美

株式会社イー・クリエーション

発表者
代表取締役  飯田　通次

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』　

発表者
九州地区営業部長
岡部　善昭

高消臭・高殺菌！
ハイブリッド光触媒　販売拡販事業

DoubleDown 株式会社

発表者
木村　一郎

オタククリエイター・ファンの
マーケットプレイス「DIGNIK」

株式会社 Elephant

発表者
代表取締役   灰塚　鮎子

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　

・特許技術「高性能多面体・多段折反射板」など多く
の技術やノウハウが詰め込まれた省エネ照明器具の
販路拡大パートナーを求めています。従来の約半分の
光源で従来と同等あるいは同等以上の光量が確保でき
る製品ですが、ポイントは反射板部分。電球部分
（光源）は選びません。蛍光灯、ＬＥＤ、どんな光源
にも利用可能。屋内屋外問わず、照明コスト削減に
魅力を感じる方、若しくはそのような方をご存じだ
という方、ぜひ当社又は事務局にお声掛けください。

・地域の学校に出向き「出前授業」を行うことを通じ
て社員の表現力、指導力等を強化しませんか？
「Jobstudy」は、そんなユニークな社員研修プログラム
です。事前研修で “自分のこと” や “自社のこと” を
見つめます。そして一日先生。出前授業では「教える
こと」より「教わること」が多いかもしれません。
出前授業後にしっかり振り返り、参加者自身の
アクションプランにつなげます。参加者それぞれ
異なった成果が期待できそうです。貴社の社員モチ
アップや管理職研修まどにいかがでしょうか？

・「リアル」、「バーチャル」、「アミューズメント」
当社は、この３つのキーワードの接点をかたちにする
取組みを進めています。今回の登壇テーマは「パン屋
さんのポータルサイト」です。こだわりのパン屋さん
とパン好きな人のためのポータルサイト。蓄積された
IT 技術や様々なノウハウ、ネットワークを活かした
「おもしろ楽しい」使い方は見てのお楽しみとのこと。
ぜひ『ブランジェリータウン』を訪ねてください。
そして当社と一緒に、新しい “接点” を見つけて、
かたちにしませんか？

・当社が、Webサービスのキュレーションメディア
運営や受託開発等を通じて獲得した技術やノウハウ、
ネットワークを用いた新サービス
として提案するのは「オタククリエーターとファンの
ためのマーケットプレイス」。ニッチ市場ながら、
コミュニティーに受け入れられる機能や運営を徹底で
きれば底堅い需要が期待でき、何よりもアジア・欧米
まで拡がるポテンシャルがあります。当社とのコラボ
レーションを望まれる方、ぜひ事務局までご連絡くだ
さい。

・光触媒製品は数あれど、当社商品は、かなり違い
ます！酸化チタンに抗菌金属をプラスしたハイブ
リッド光触媒の性能を、特許技術である被膜形成技術
によって最大限に引き出し、世界トップの高殺菌・
消臭分解機能を発揮、「ものづくり日本大賞特別賞」を
受賞しています。当社は、ホテル業界等への納入実績
を積み上げてきましたが、このたび、営業拠点拡充等
により、オフィスビルや工場、医療福祉施設に加えて
一般家庭まで対象とした拡販をスタートさせました。

・労働集約的、かつ心理的プレッシャーの強い職場を
ターゲットとするモチベーションカウンセリングサー
ビスです。一般のカウンセリング手法にカラーセラ
ピーの要素を加えています。「色」という直感的な
コミュニケーションツールを用いることによって潜在
的な問題や悩みを把握し解決していきます。とくに
女性の多い職場、創造性や感性が重視される職場など
で高い効果が期待できます。そんな職場をマネジメン
トされている方は、ぜひ一度、当社カウンセリングを
体験してみてください。

（フクオカベンチャーマーケット事務局　後記）

株式会社マスクフジコー
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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 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)
福岡ビル４F

15:00～17:00
5(木)

福岡ビル４F
15:00～17:00

4(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00

プレゼン練習会 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

10(木)、11(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00

セミナー名 １１月 会場/時間帯 １２月 会場/時間帯 2014年1月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 1(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00
2(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

7(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00

ＦＶＭ説明会・プレゼンセミナー 5(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00
4(水）、5(木)

福岡ビル４F
15:00～17:00

8(水)
福岡ビル４F

15:00～17:00

プレゼン練習会 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

9(木)、10(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00
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【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

国体道路

渡
辺
通
り

西
鉄 

福
岡
駅

三越●

●アクロス
　福岡

●天神
中央公園

●天神
　コア

　福岡●
市役所●イムズ

●博多大丸

ベスト
電器
●

地下鉄天神駅 明治通り

昭和通り

那
珂
川

福岡
ビル

 福岡 ●
パルコ
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