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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　　　　　　　　　[ 12/2（月）、平成 26 年 1/7（火）]

・プレゼンテーションセミナー　　　　　　　　[ 12/4（水）、平成 26 年 1/8（水）]

・プレゼンテーション練習会　　　　　　　　　[ 11/12（火）、11/13（水）]

　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１６９回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2013年11月20日(水)　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。

主催・共催、関連イベント

・スタートアップ応援ネットワーク FUKUOKA

・女性起業家 Woman ベンチャーマーケット＆フォーラム in 北九州 

・フクオカベンチャーマーケット『ビッグマーケット 2014』 参加企業募集



11 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

開催日時：2013 年 11 月 20 日（水）　　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

代表取締役社長　福原　健吾

福岡市博多区博多駅前 2-9-28
福岡商工会議所ビル 9F

設立年月日　：2013.10.1
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

SNS を活用した IT 企業とエンジニアの

交流サービス“referer”

IT 企業の皆様、エンジニア不足で悩んでません

か？またエンジニアの皆様も転職先の内情が気

になりませんか？弊社サービス「referer」は、

双方がランチやお茶等のリアルな交流を図り、

人柄や相性を重視して仲間作りをして頂く web

サービスです。

株式会社ウイングドア

14：20

～

14：50

14：55

～

15：25

13：10

～

13：40

 

代表取締役　池田　朗

福岡県筑紫野市上古賀 3-2-16
クリエイション・コア福岡 217

設立年月日　：2005.1.19
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：11 名

（プレゼン目的）
販路拡大

ユビキタスモニタリングシステム

クラウドベースの監視制御システム「ユビキタス

モニタリング」を中核に、各種プラントや省エネ

システム等、お客様の問題を解決する最適なシス

テムをご提案、 工場のコストダウン、稼働率 UP、

収益向上に寄与するシステムの提案を行っており

ます。

株式会社ユニティクス

代表取締役　中村 行延

福岡市博多区博多駅東 2-8-9
ソフィアビル 401

設立年月日　：2002.8.21
資　本　金　：13,500 千円
常用従業員数：7 名

（プレゼン目的）
販路拡大

調剤薬局のバーチャルストアシステム

らく「BUY」

「病院のそばの一等地」を押さえているだけでは、
調剤薬局は患者を奪われ、「調剤薬局・冬の時代」
が来るかもしれない。　当社は、少ない投資で
多くの患者サービスを提供し、さらに企業が効果
的に広告できるシステムを提供します。

株式会社 Windy

代表取締役　納富　貞嘉

福岡市中央区大名 2-4-22
新日本ビル 9F

設立年月日　：2003.10.10
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：20 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

360 度評価支援システム

今後導入が加速する人事評価制度『360 度評価

制度』。非常に手間とコストがかかるこの評価

制度を簡単に導入できる支援システムを ASP に

て提供しています。グローバル企業から中小

企業まで導入企業は 2 年で 100 社超、リピート

率 95％以上の満足度の高いシステムです。

株式会社 Fusic



現在 

 

 

 

        市場のユーザーを獲得しながら、収益化に注力していきます。 

今後 

アマゾン・楽天 
アフィリエイト ニューワールド ユーザー 

広告費 
支払い 広告 

《購買》 

アイテム取り扱い企業 
e コマースサービス運営企業 ニューワールド ユーザー 

広告費＆販売収益 広告 

《購買》 

 

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。

代表取締役社長　川原　司

福岡市東区多の津 4-6-1

設立年月日　：1999.5.19
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：58 名

（プレゼン目的）
販路拡大

英国発　バリア型除菌・抗菌剤

「ノロノット」の販路拡大

世界各国で特許を取得！次世代型除菌・抗菌技術

「バイオトロール」を使用した、全く新しいタイ

プの除菌・抗菌剤『ノロノット』新発売！欧米各

国で「バイオトロール」として、病院、スーパー、

食品工場、飲食店等で広く使用されています。

㈱エヴァは日本国内での普及、販売拡大が目標

です。

　　　　　　　　　　　　　　

株式会社エヴァ

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12月19日(木)

2014年 1月21日(火)

申込締切

＊お問合せ下さい

11月30日(土)

代表取締役社長　井手　康博

福岡県糟屋郡志免町志免東
2-6-7-105

設立年月日　：2013.11.1
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達

衣装情報検索サイト

「Guider.（ガイダー）」の展開

映像内の情報を広告化！

現在の状況では収益モデルが課題ですが、便利

で使いやすいサービスを心掛けることで

ユーザーを獲得し、半年後に見据えたマネタイ

ズの変革によって十分挽回できます。人々が

利用して幸せになれるサービスを創ります。

ニューワールド株式会社

2014年2月20日(木)・21日(金)

　FVMビッグマーケット2014

プレゼン：11月30日(土)

展　　示：11月22日(金)

2014年 3月19日(水) 2014年1月31日(金)



１０月ＦＶＭのご報告

● １０月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●

10月ＦＶＭは、延 224 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。

株式会社グローバルスズキ

発表者
代表取締役  鈴木　克尚

小型可搬式表面改質装置の開発と販売

株式会社ユースフル

発表者
福岡営業所　竹下　博之

発表者
経営企画部　田邉　隆介

クラウド型
コールセンター向けシステム　

設備管理台帳システム（ファシル）

発表者
代表取締役  原田　則行

鉛バッテリ－再生事業

グルー株式会社

発表者
代表取締役　迫田　孝太

簡単に動画編集と配信ができる
API サービス「ギメディア」

株式会社カタルシス

発表者
代表取締役　田中　稔眞

不動産情報売買専門サイト
「REAL」の展開

・当社製品「ガス・グラス・プライマー」は、様々な
材質・形状の素材に特殊な火炎を短時間当てることに
よって、素材表面の親水性を飛躍的に向上させること
ができる製品です。親水性向上によって塗料やインク、
接着剤等の密着性が増すため、自動車修理業や印刷業、
製造業のコーティング工程等における生産性や品質の
向上、新商品開発に役立ちます。自動車修理業への
直販が伸びているとのことですが、現在、他業界への
展開におけるビジネスパートナーを募集中です！

・設備管理台帳システム「ファシル」は、設備や備品を
一元管理できるＡＳＰサービスです。設備や備品の状態
を正確に把握することに加えて、点検や故障の履歴管理
その通知機能を用いた計画的なメンテナンスを可能に
することで、仕事の遅延や備品の在庫不足などを防ぐ
とともに、点検漏れなどによる故障防止や設備・備品の
長寿命化（それによるライフサイクルコストの縮減）
をはかることができます。今後は予防保全的な維持管理
を実現する仕組みを構築する計画とのことです。

・当社は、コールセンターで使用する「電話のシス
テム」や「顧客管理システム」をパッケージ提供する
国内ニッチトップ企業です。主なターゲットは、オペ
レーター数が１名～５０名規模であり、中小・
ベンチャー企業のニーズも旺盛とのこと。コールセン
ター業務について「システムの投資額を抑えたい」
「システムの保守管理費を削減したい」「業務の繁閑に
あわせてコストを最適化したい」等の課題をお持ちの
方は、ぜひ当社システムの活用を検討してはいかがで
しょうか？

・販売促進や企業ＰＲ、マニュアルなど動画の利用
シーンは増え続けています。「広告表示がなければ…」
「限られたメンバーだけに配信したい」など、Youtube
等を利用した動画配信について課題を抱えていません
か？「ギメディア」は、プライベートな動画配信が
可能で、またファイル形式や再生デバイスを選ばず、
安価かつ安全な配信を実現します。動画編集機能も近々
実装予定です。福岡発のプラットフォームを使い、
動画活用による事業加速を目指しませんか？

・当社は「日本一の再生バッテリー企業」を目指して
います！当社は、バッテリーの状態を科学的に診断する
独自システムと高度なバッテリー再生技術によって、
従来比２倍以上の長寿命化（３年間保証）を実現して
いるとのことです。今回登壇では、電動フォークリフト
を対象に、本体リースとバッテリーの再生利用を組み
合わせたライフサイクルコスト低減策の提案がありま
した。電動フォークリフトユーザーの方は大幅なコスト
削減が実現するかもしれません！ぜひ一度当社提案を
チェックしてください。

・「不動産業界のビジネスモデルを変革したい！」当社
代表のそんな思いをもとに開発された不動産エージェン
トのための情報サービスサイト、それが「ＲＥＡＬ」
です。確度の高い不動産情報だけ掲載し、その不動産
情報そのものをネットで売買する仕組みです。システム
の初期開発は完了し、現在会員（不動産業者）募集中
です。まずは１００社の賛同を得てシステムを稼働させ、
利用促進をはかりながら追加開発を行い、公正・確実・
迅速な不動産売買のインフラになることを目指して
います！

（フクオカベンチャーマーケット協会事務局　後記）

有限会社タイヤサプライ九州株式会社コラボス



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 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                         
プレゼンテーションセミナー

5(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00
4(水）

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 12(火)、13(水)
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

セミナー名 2014年2月 会場/時間帯 2014年3月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 4(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00
3(月)

福岡ビル４F
15:00～17:00

ＦＶＭ説明会                   
プレゼンテーションセミナー

5(水)
福岡ビル４F

15:00～17:00
5(水)

福岡ビル４F
15:00～17:00

プレゼン練習会 10(月)、12(水)
福岡ビル４F

15:00～17:00
10(月)、11(火)

福岡ビル４F
15:00～17:00



「スタートアップ応援ネットワークFUKUOKA」とは、福岡市、

フクオカベンチャーマーケット協会、福岡商工会議所、中小機構九州、

日本政策金融公庫 福岡創業支援センターが、福岡のスタートアップ期の

企業を多角的にサポートするために立ち上げた企業支援ネットワークです。

各支援機関が持つ支援サービスの情報共有を行い、起業を相互に紹介する

ことや企業同士のマッチングを促進し、シナジー効果を発揮します。

また、ネットワークとして合同個別相談会や各種セミナー等を企画していく

予定です。

検　索



北九州市またはその近郊で活躍している女性起業家が集結。

情報交換や新たなビジネスマッチングを目的としたイベントを開催します。

詳しくは FAIS 中小企業支援センター HP

（http://www.ktc.ksrp.or.jp/）

FAIS 中小企業支援センター 検　索



【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
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フクオカベンチャーマーケット協会では、活発化しつつある企業活動や

女性・若者を中心とした起業、ベンチャー投資等をより確かなものとするべく、

元気な中小・ベンチャー企業が一堂に会する異業種交流展示会として、

『ビッグマーケット2014』を開催します。

詳しくは当協会ホームページ （http://www.fvm-support.com） または

FVM 検　索


