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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　　　　　　　　　[ 1/7（月）、2/4（火）、3/3（月）]

・プレゼンテーションセミナー　　　　　　　　[ 1/8（水）、2/5（水）、3/5（水）]

・プレゼンテーション練習会　　　　　　　　　[ 1/9（木）、1/10（金）]

　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１７１回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2014年1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。

主催・共催、関連イベント

・フクオカベンチャーマーケット『ビッグマーケット 2014』（2/20（木）・21（金）開催） 
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1 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

開催日時：2014 年 1 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

13：45

～

14：15

代表取締役社長　於保　秀彦

福岡市東区土井 2-2-31

設立年月日　：2005.9.2
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

初期費用 0 円･GPS 車両動態管理システム

『SwiftGPS』

GPS 車両動態管理システムを、なんと

初期費用０円で、毎月の利用料のみで運用可能な

システムを開発。それにより、今まで運輸業だけ

のニーズがほとんどの業種で利用可能になり

ました。今までわからなかった車両の動きが

分かる事で、経営が大きく変わります。

株式会社
ロジネットシステムズ

14：20

～

14：50

14：55

～

15：25

13：10

～

13：40

 

代表取締役社長　立山　由味枝

福岡県久留米市田主丸町秋成
874-3

設立年月日　：2013.2.1
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
販路拡大

“薬草”日本山人参（イヌトウキ）エキス配合の

「よかねしゃんぷー」で髪の健康を！

当社の「よかねしゃんぷー、とりーとめんと」
はニーズの高い”自然派志向”の商品です。
配合している「トウキエキス」は、福岡県
うきは市の耳納連山の無農薬の大地で育った
「日本山人参（イヌトウキ）」より抽出し配合して
います。配合成分も植物由来にこだわり、環境
にも優しく、しかも髪の悩みを抱える中高年の
方々に適した”エイジングケア”をご提案できる
商品です。現在は口コミで広まっている段階
ですが、より多くの方々に喜んでいただきたく
全国での展開を考えています。

株式会社 JOY・プラス

代表　名田　英輔

福岡県筑紫野市大字阿志岐
1108-3

設立年月日　：1974.4.1
資　本　金　：-
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

ペット用次世代即席型

毛玉排泄し健康維持品

当社の看板商品である猫草（生草タイプ）を、

使い勝手が良くまとめ買いも出来る、ペット用

健康野菜の商品開発を行いました。当社と

パートナーを組んで販路開拓・販路拡大を

すすめられる方を希望します。

名田植物園 ( 個人事業 )

車両に車載端末機『SwiftＧＰＳ』を取付け（固定又はシガーライターソケット
使用）、事務所のパソコンに、通信機器を設置し、管理ソフトをインストールする
だけで運用可能。
　（オプション機能）
・温度管理（別途、温度センサーを取付け）
・ドア開閉管理（別途、ドアセンサーを取付け）
・携帯電話位置情報サービス（携帯電話･スマートフォンで現在位置が把握可能）

代表取締役　中石　真一路

東京都港区海岸 1−7−8
東京都立産業貿易センター
浜松町館 6F

設立年月日　：2012.4.6
資　本　金　：7,500 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

コミュニケーションサポートシステム

COMUOON

「伝える、聴こえるをデザインする」をコンセプト

に聴こえ支援機器を製造するメーカーです。

高齢化による影響として社会的な問題となって

いる老人性難聴の方との会話、その答えが当社の

コミュニケーション・サポートシステム

「COMUOON」です。

ユニバーサル・サウンドデザイン

株式会社



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。

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 申込締切

代表理事　佐々木　寿生

福岡市西区姪浜駅南 4-1-14

設立年月日　：2008.9.17
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：- 名

（プレゼン目的）
販路拡大

メンタルヘルスサポート＆労務管理支援　

連携展開事業

戦略的メンタルケアの推進！メンタル対策とい

うと、どうしても予防や対応策といった保守的

な考え方になりがちです。そこで、私どもが

提供するメンタルサポートは、社員全員の細や

かなケアはもちろんですが、そこに含まれる

職場改善のヒントとなるソースを抜き出し、

保険労務士とともに協議して、経営の改善に

役立てる提案につなげていきます。

特定非営利活動法人
心の卵

2014年2月20日(木)・21日(金)

　FVMビッグマーケット2014

2014年 3月19日(水)

2014年 4月23日(水)

2014年1月31日(金)

2014年2月28日(金)

 

代表取締役会長　松山　進

大分県臼杵市大字臼杵 206-2
片町市場内うすきほのあかり工房

設立年月日　：2010.7.30
資　本　金　：600 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

燃焼促進五徳の開発による

省エネ・環境技術分野への展開

ロウソクで発見した技術を環境エネルギー機器
開発と製造販売へ展開しています。光への変換
効率を上げること、風や空気の流れで燃焼を制御
することにより消費エネルギーを削減し外気の
影響を受けないガス用燃焼促進五徳と
木質ペレット調理器を発売します。

株式会社イーコンセプト

＊受付終了



2013 年 12 月ＦＶＭのご報告

● 2013 年 12 月ＦＶＭ 登壇企業のご紹介 ●

2013 年 12 月ＦＶＭは新生活産業くらぶ FUKUOKA と連携開催し、

延 264 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。

株式会社オンザリンクス

発表者
代表取締役  東　聖也

「中立・体験・共感」をメインコンセプトとした

物流業界向けインターネット卸売サイト

株式会社給与きめ太郎

発表者
代表取締役　溝口　康隆

発表者
代表取締役　案納 伸介

体験ギフトを活用した、販促企画のご提案

給与設計ソフト『給与きめ太郎』
～仕事の期待とやる気をひきだす
コミュニケーションツール～

発表者
マーケティング部
本山　貴春

IT を活用した買い物弱者対策！
簡単・便利な通販用決済システム　
ExOrder（エクスオーダー）

株式会社日元倶楽部

発表者
代表取締役会長
逸見　和清

新製品「ニチゲンインソール　L-7 型」
の販路拡大

・物流業界向けに “消耗品から設備、システム、
保険や金融等のサービスまでワンストップで
調達可能な新しい卸売チャネル” の構築に向け
たビジネスプランで登壇しました。当社は、
ネットとリアルを融合した販売スタイルに
加えて、倉庫在庫管理に特化した
コンサルティングやシステム開発で培った知見
やネットワークを活かした提案を展開し、顧客
の潜在ニーズに応えていきたいとのことです。

・当社が独自開発したシステム「給与きめ太郎」
は、給与の “管理ソフト” ではなく “設計ソフト”
です。基本給以外のインセンティブ部分について、
社員と対話しながら給与額を決定する方法や
プログラムについて特許権を取得しています。
従業員の期待とやる気を手当に反映し、
モチベーションUPと不公平感の解消ができる！
そんなソフトです。組織力アップを図りたい方は、
ぜひご活用を検討ください。

・当社事業「体験ギフト」は、「モノ」ではなく
エステや陶芸、パラグライダーなど様々な
“体験” を贈ることができるカタログギフトです。
九州中心に利用可能な “体験” はナント！ 600
種類以上。販売数などの
業界トップクラス。パーソナルギフトはもちろ
ん、キャンペーンの景品や成約記念など実績も
ビジネスシーンにおける活用提案も積極展開中。
「体験ギフト」とのコラボレーションで、
貴社ビジネス展開を加速しませんか？

・「ニチゲンインソール　Ｌ－７型」は、命の源
とも言われる足裏のツボ “湧泉” を効果的に刺激
するインソールです。2004 年の発売以来、
百貨店やスポーツクラブのイベント販売で好評
を得ているオーダーメイドの自社インソールを
ベースに、大きさや形状、装着方法などを研究
して開発された商品です。１足約２千円と
経済的。販売代理店を募集しています！

・「ExOrder（エクスオーダー）」があれば、
スマホで専用QRコードをスキャン＆購入ボタン
を押すだけで欲しい商品の注文と決済が完了
します。IDやパスワードは不要。個人情報も
１回登録したら再入力の必要がありません。
ネットショッピングが苦手もしくは煩わしいと
感じる方でも、重たい商品や定番商品等を簡単・
スムーズに購入できます。最速 3秒で注文完了！
買物弱者対策などでお困りの方、ぜひご活用
してみませんか？

（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 AliveCast【新生活産業特集】株式会社ディスカバリージャパン

発表者
代表取締役　赤尾　真弓

「あげたな倶楽部」＝介護保険事業
＋介護タクシー＋アパート

・当社が提案する「あげたな倶楽部」は、
「介護保険事業」と「介護タクシー」、
「高齢者向けアパート」という３事業を柱として、
関連事業を有機的に展開する経営システムです。
介護保険事業で顧客を確保し、介護タクシーや
高齢者向けアパートなどで利用者満足度向上と
利益確保を両立させる！そんな提案です。
介護予防事業等の経営基盤強化に取組まれている
方々、ぜひチェックしてください。

あい企画有限会社【新生活産業特集】



リハコンテンツ株式会社【新生活産業特集】

発表者
代表取締役  山下　哲司

リハビリ型デイサービスの
フランチャイズ及び直営

株式会社 E&I【新生活産業特集】

発表者
代表　中尾　朱実

アロマセラピー活用による ViSS の “F( ふれあい )

・Y( 予防 )・J( 自立 )・K( 健康＆活性 ) プロジェクト”

高齢者への情報提供と安心・安全をサポートする

システム機器、アプリの提供

発表者
代表取締役　五島  あや子

心地よい生活提案が出来る
web システム「きどりっこ」

・当社はリハビリ型デイサービス
「レッツ倶楽部」を展開しています。医学的な
信頼性の高いリハビリプログラムを採用すると
ともに、集客や接遇サービス等の経営ノウハウ
を体系化しており、現在全国に 60店舗、
2014年中に 100店舗のＦＣ展開を目指している
とのことです。異業種企業が未経験者を採用して
立ち上げた事例も多数あるとのこと。ご興味の
ある方は、ぜひ当社までアクセス願います。

・当社は高齢者のコミュニケーション＆見守りを
支援するシステムと専用機器を開発しました。
当社専用機器は、見守り用センサーと複数の
ボタンを備えていますが、市販のタブレットや
スマートフォンを活用して通信や表示の機能を
提供することによって、高機能と低コストの
両立が可能になりました。生活支援サービスに
取組まれている方などとの協業による商品化や
拡販を目指しています。

・当社提案は、アロマセラピーを活用した
“笑顔が絶えない高齢者施設” づくりです！
当社代表が理事をつとめるＮＰＯ法人では、
2006 年の設立以来、高齢者の介護予防や児童の
健全育成等の社会問題に対するアロマセラピー
の活用の提案や実践を行っており、当社はそこ
で培ったノウハウを凝縮した「ソーシャル
アロマセラピスト」の育成や高齢者施設への
導入サポートを行います。

・多くの方は、ライフイベント（結婚、転居、
開業など）に際して「日取り」を気にしたり
「ゲン担ぎ」をしたりするものです。
「きどりっこ」は、先人達の智慧である「風水」
を現代のライフスタイルにマッチさせ、楽しく
活かす方法を提案するwebシステムです。
ライフイベントに関わる商品やサービスと一緒に
“住む方と住居の相性アップ策” などを提案して、
お客様の満足度向上につなげてみませんか？

株式会社暖【新生活産業特集】
予防医療アロマテラピーサロン　ViSS( 個人事業 )
【新生活産業特集】

ＦＶＭセミナーのご案内

■　平成 25 年度　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。

セミナー名 1月 会場/時間帯 2月 会場/時間帯 3月 会場/時間帯

ビジネスプラン作成講習会 7(火)
福岡ビル４F

15:00～17:00
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

8(水)
福岡ビル４F

15:00～17:00
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 9(木)、10(金)
福岡ビル４F

15:00～17:00
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

発表者
代表取締役  宇多 博之

＊セミナーの詳細 ・ お申込は HP から

http://www.fvm-support.com/fvm/seminar#no2



【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『ビッグマーケット 2014』

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

FVM 検　索

皆様のご来場お待ちしています！


