
　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１７４回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2014年4月23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。
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開始時間 会　社　名 プレゼンテーマ プレゼン目的

13：10
～

13：40

13：45
～

14：15

14：20
～

14：50

14：55
～

15：25

15：30
～

16：00

16：05
～

16：35

㈱ SBC

㈱アメイジングポケット

㈱スリーサイズ

ティーツーピーコーポレーション

FTA・Hana 商事㈱

㈱見昇

中小企業向け営業支援ツール「スマイルコール」

デジタルサイネージ映像制作付き
レンタルプラン「Rents」

ワークフォー　人材サービス事業

価格破壊から始める「地域の発展を第一の目的とした」
Web広告改革事業

活線洗浄剤 &専用機械販売事業

鳥類糞害防止による橋梁等の
強度維持・長寿命化の提案

販路拡大
業務提携

資金調達
販路拡大

販路拡大

その他

販路拡大
業務提携

販路拡大



 4 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

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　宮﨑　剛

福岡市博多区下川端町 2-1
博多座・西銀ビル 9F

設立年月日　：2008.3.7
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大

ワークフォー　人材サービス事業

医療介護・施術業界専門の人材サービスを展開し

ています。WEB サイト上への求人掲載や面接までは

費用が一切かからない成功報酬型人材紹介となり

ます。求職者の希望を事前に交渉するサービスを

行い、ミスマッチのない採用を目指しています。

株式会社スリーサイズ

14：20

～

14：50

14：55

～

15：25

13：10

～

13：40

 

代表取締役　竹下　留美子

福岡市中央区天神 2-3−36
ibb fukuoka ビル 3F

設立年月日　：2009.6.5
資　本　金　：3,500 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

デジタルサイネージ映像制作付き

レンタルプラン「Rents」

店頭での集客、売上げアップ、ブランディングに

貢献する今話題の販促ツール 『デジタル

サイネージ』のレンタルプラン「Rents( レンツ )」

は、日本初 !映像制作まで付いて手間いらず。

すぐに運用できるプランです。鮮明できれいな映像

はお客様を惹きつけ即効果大！

株式会社
アメイジングポケット

代表 戸部田　浩男

福岡県北九州市小倉北区田町
5-18-1005

設立年月日　：2013.5.22
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
その他

価格破壊から始める

「地域の発展を第一の目的とした」

Web 広告改革事業

利益だけを追求するのではなく、人や街に求め

られる広告という媒体の在り方の実践。共に

生きる街や企業や人が一体となった街全体の成長

を見据えた「広告」という媒体が成しえる人や

街への貢献、街の拠点となるような取り組みを

本サイトを通じて行います。

ティーツーピーコーポレーション

( 個人事業 )

代表取締役　穴井　東美

福岡市博多区博多駅前 1-31-17

設立年月日　：2012.6
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・業務提携

中小企業向け営業支援ツール

「スマイルコール」

テレアポの悩みをズバッと解決！スマイルコール

は、システムから自動的に電話をかけ、受話器を

取ったお客様に対して、音声メッセージを送り、

お客様が質問にプッシュホンで回答し、その結果

を分析し、お客様のフォローに結びつける

営業支援ツールです。

株式会社ＳＢＣ

求人者            求職者 

①求人掲載                    ①会員登録 

              ②求人応募・事前交渉 

③面接決定 

④面接実施    ④面接日程調整 

⑤面接課金    ⑤面接実施 

⑥採用決定 

                      ⑦人材紹介手数料発生

求人企業は面接課金・人

材紹介のどちらかのサ

ービスを選択可能 



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

2014年 5月20日(火)

2014年 6月18日(水)

2014年 7月24日(木)

2014年 8月20日(水)

申込締切

＊お問合せ下さい

4月30日(水)

5月31日(土)

6月30日(月)

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　青江　順子

福岡市博多区竹下 1-15-40 1201

設立年月日　：2012.9.8
資　本　金　：300 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

活線洗浄剤 & 専用機械販売事業

日本初上陸の新商材「活線洗浄剤　ＮＣＬ－７７」。

化学洗浄剤製造大手の米国ＮＣＬ社が開発した

リモネン（天然オレンジの皮等から精製抽出）を

主成分とする無害・無毒の洗浄剤です。揮発性液体を

噴霧して洗浄するため、設備機器の稼働率を落とさ

ずに、配電盤や電子回路、電子機器内部の微細部分に

付着した粉塵や頑固な汚れを洗浄することができます。

電気を通した状態で洗浄できるため、設備や製品の

稼働率を落とさずに、誤作動防止や性能維持、

長寿命化をはかることができます。

ＦＴＡ・Ｈａｎａ商事
株式会社

代表取締役　吉村 紀三象

福岡市博多区東光 2-2-24

設立年月日　：1975.11
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：14 名

（プレゼン目的）
販路拡大

鳥類糞害防止による橋梁等の

強度維持・長寿命化の提案

全く新しい、鳥類の視覚を混乱させ、鳥を寄せ

付けなくさせる忌避商品です。既存の忌避商品で

は効果や取付場所に制約があります。課題の橋梁

や構造物も糞害による劣化や被害が数多く見受け

られます。この商品はそんな解決の難しい場所に

も有効な忌避商品です。

株式会社見昇 ( ちかかみ )

開催日時：2014 年 4 月 23 日（水）　　会場：アクロス福岡 ６階　606 会議室



【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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ＦＶＭセミナーのご案内

行事名 ５月 会場/時間帯 ６月 会場/時間帯 ７月 会場/時間帯

プレゼンテーションセミナー 8(木)
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

-
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

1(火)
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーション練習会 7日(水)、9(金)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

3(火)、4(水)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

3(木)、4(金)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

行事名 ８月 会場/時間帯 ９月 会場/時間帯 １０月 会場/時間帯

プレゼンテーションセミナー -
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

4(木)
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

-
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーション練習会 4(月)、5(火)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

2(火)、3(水)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

2(木)、3(金)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

■　平成 26年度　ベンチャーサポートセンター　セミナー日程　■

プレゼンテーションセミナー

ビジネスプランを実現するためには、計画の内容や

成長性、自社が必要としていることなどを確実に伝え

て、資金、販路、技術など様々な面で頼りになる

ビジネスパートナーを獲得することが重要です。

このセミナーでは、プレゼンテーションや資料作成

の技術、ノウハウ、コツなどを解説し、「伝える力」

の向上を通じて、貴社ビジネスプランの実現

をサポートします。

◆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

プレゼンテーション練習会

ビジネスプレゼンテーションでは、話の内容はもちろ

んのこと、話し手の存在感も重要な要素になります。

存在感を示すためには、「伝える力」を高めるととも

に、十分な練習を重ねて本番に臨むことが重要です。

この練習会では、本番同様にプレゼンテーションを

行った後、主に①論理構成や資料、②プレゼンテー

ションスキル、③存在感の発信という３つの観点から、

改善策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 

　 ビジネスコーディネーター　松窪 一則

※登壇予定企業対象


