
　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１７５回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2014年5月20日(火)　14:00～17：00

開催場所：        福岡ビル４F(福岡市中央区天神1-11-17)

　　　　　        福岡アジアビジネスセンター

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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軽食、 ソフトドリンクをご準備し、 カジュアルスタイルの交流会を予定しています。

名刺交換 ・ 情報交流の場として、 ご活用ください。

【会　場】　福岡アジアビジネスセンター （福岡ビル４Ｆ）

【参加費】　５００円 / 人

【時　間】　17 ： 15 ～ 18 ： 30 （予定） ＊マンスリーマーケット終了後

＊事前申込不要

2014 年 5 月

スタート

マンスリーマーケット 

交　流　会
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 5 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業　事業概要

会社の概要
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代表取締役社長　江上　喜朗

福岡県大野城市下大利 3-2-20

設立年月日　：2012.3.2
資　本　金　：8,000 千円
常用従業員数：11 名

（プレゼン目的）
販路拡大

新商品「管理者向け安全運転研修」の

開発及び販売　

交通事故は、たった２つのことを実践するだけで、

簡単に減らせます。20 年以上にわたる科学的な

研究と、2億円以上の投資と、2万人以上の教育を

通じて「安全な運転」を考えてきました。

安全な運転とは何か、交通事故を激減させるための

方法をお伝えします。

事故なき社会株式会社

代表取締役　宮脇　伸二

福岡市中央区天神 4-1-18
第一サンビル 4F

設立年月日　：2007.9.11
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

「動画による営業マニュアル」

の制作サービス

「動画営業マニュアル」で社内の営業マン教育の

仕組みを構築し、効率的かつ効果的な営業教育が

実現できます。社内のトップ営業マンのロール

プレイングを撮影し、営業研修専門会社がわかり

やすく解説します。営業未経験者でも短期間で

営業ノウハウを吸収できます。

株式会社
セールスアカデミー

【動画営業マニュアル撮影の様子】

（１）自社のトップセールスマンのロールプレイングの様子を、
           顧客接触シーン毎に撮影し、営業研修専門会社のノウハウを
　　  基に、独自の解説を追加していきます。
(２   ) 制作した動画営業マニュアルは製作した企業毎に、ＩＤと
           パスワードを発行し、インターネット経由での閲覧可能となる
           ため、いつでもどこでも内容が確認可能です。

事故防止活動を継続するには「仕組化」と「習慣化」が必要 
 

 

経営者 

管理職 

安全管理者 

ドライバー 

実務担当者 

・運転の技能や知識が必要 

・マインドや取組みが事故防止のカギ 

実務責任者 

・ドライバーを束ね日々の事故リスクと向

き合う 

・安全に対する施策を検討実施する立場 

今回、当社が安全運転研修を実施する対象 

安全対策の総責任者 

・実施義務を負い、 

・実務では現場の取組みに承認を行う 

 

研修 

代表取締役　宮田　邦代

福岡県柳川市大和町鷹ノ尾 177-8

設立年月日　：2004.8.5
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

折りたたみ式津波シェルターの製造販売

直径 1ｍの車輪状収納袋で保管し、戸外へ持出し、

2 分程度の操作で 1.7ｍの球体に拡大し、避難用品

と共に 4 人で搭乗して津波を待機し、浮上し・

漂流しながら救助を待つ事ができる折りたたみ式

津波シェルターであって、「避難しない避難方法」

です。

株式会社ミヤタ

( 製品仕様 )
大きさ：収納時 ( 円の直径＝１ｍ：巾＝２５ｃｍ)　
　 　　　完成時 ( 直径１．７ｍの球体 )
重量　：１２ｋｇ（収納袋を含めた総重量）
材質　：骨格＝ＰＥ被膜グラスファイバー１２本（屈曲自在パイプに内蔵）
　　　　外幕＝オレフィンタイプＥＶＡ樹脂（ＤＸ品は防炎タイプ )

【収納時】【完成時】

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

15：30

～

15：50

代表　星井　祥子

福岡市中央区薬院 2-2-17-1403

設立年月日　：2010.12.1
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

そのまま飾れて日持ちする特許花束 MDB

の販路拡大

ラッピングのまま飾れて籠花より日持ちする特許

技術「ミラクルデザインブーケ ®」は委託販売や

宅配に最適。器も汚れずゴミも最小限なので手間

がかからず楽ラク。フラワービジネスの可能性を

拡げる画期的なこの商品を新規事業を考えておら

れる企業様・生花事業所様におすすめします。

フラワークリエーション
（個人事業）

・ラッピングのまま飾れて後片づけ楽ラク♪
・アレンジより日持ちする花束



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 6月18日(水)

2014年 7月24日(木)

2014年 8月20日(水)

2014年 9月18日(木)

申込締切

＊お問合せ下さい

5月31日(土)

6月30日(月)

7月31日(木)

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

15：50

～

16：10

16：10

～

16：30

＊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。

開催日時：2014 年 5 月 20 日（火）　　会場：福岡ビル４Ｆ（福岡市中央区天神 1-11-17）

                                                  　　福岡アジアビジネスセンター

16：30

～

17：00

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表取締役　鬼木　敏之

福岡市中央区大手門 1-8-8
ベイサージュ大手門ビル 4 階

設立年月日　：2001.9.3
資　本　金　：12,500 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大・その他

電話から Web まで行う通訳サービス

『マルチリンガルサポート』の販売

電話通訳の会社。24 時間 365 日、「いつでも」

「どこでも」を実現するためにスマホやタブレット

では無く、「電話」による通訳に拘り続けた

12 年間。

電話通訳件数：平成 25 年度実績 13,596 件。

通訳言語を拡大し、更なる飛躍を目指します。

株式会社ビーボーン

代表取締役社長　高倉 完治

島根県松江市東出雲町 1524-1

設立年月日　：1968.1
資　本　金　：37,000 千円
常用従業員数：30 名

（プレゼン目的）
販路拡大

驚異の省エネ効果。蒸気気質変換装置

「スチームチェンヂャー」の紹介。

スチームチェンヂャーが作り出す「超低圧多湿

蒸気」が蒸気の概念を覆す！最大６０％の省エネ

効果を発揮し、多ジャンルに亘る食品メーカーや

コンクリート二次製品製造企業をはじめとした、

蒸し工程・ボイル工程を有する全国の企業様へ

導入実績が有ります。製造工場におけるエネル

ギー削減、食の安心・安全が叫ばれる昨今、最も

ニーズに応えられる製品であると自負しており

ます。

丸高工業株式会社



【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

 

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

福岡
ビル

 福岡 ●
パルコ

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

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

※登壇予定企業対象

松窪　一則 石橋　薦 藤崎　弘之


