
　フクオカベンチャーマーケット協会では、中小・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１７６回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2014年6月18日(水)　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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FUKUOKA

VENTURE MARKET

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



 6 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  若松　國光

福岡市東区香椎照葉 3-2-1
シーマークビル 101 号室

設立年月日　：2009.11.5
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

食べても安心・安全な肌細胞活性化成分の

スキンケア化粧品

大学の植物学、生理・生化学の基礎研究から生まれ

た肌トラブル専用のスキンケア化粧品。抗菌剤や

防腐剤、石油化学系原料など肌トラブルの原因と

なる物質は一切使用せず、食べても安心・安全な

肌細胞活性化成分使用のスキンケア化粧品です。

株式会社

エスジー・ワーム生命科学

研究所

代表取締役　杷野　二三

福岡県朝倉郡筑前町栗田 913-1

設立年月日　：2000.8
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

筑前町産大豆を原料とした

醗酵大豆飲料の開発

免疫力を賦活させ病気に負けない身体をつくる為

に役立つ乳酸菌。皮ごと絞った大豆飲料をお漬物

から分離した植物性乳酸菌でじっくり醗酵させた

醗酵大豆飲料「大豆でできたそいぐると」は完全

無添加、純植物性の身体にやさしい健康飲料です。

有限会社
花立山農業研究所

代表取締役　壱岐　愛一郎

福岡市博多区博多駅東 3-3-3
新比恵ビル 2F

設立年月日　：2013.3.1
資　本　金　：500 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大

無電力半自動ドア「エイドア」の販路拡大

当社が取り扱うエイドアは、世界初の、電気を

全く使わない半自動ドアアシストユニットです。

無電力・半自動なので、工事コスト削減（電気や

センサの工事が不要）・ランニングコスト不要など、

既存のモータ式やリニア式の製品と比較し多くの

利点があります。

合同会社アマランス

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

15：30

～

15：50

代表取締役　岡　朱

北九州市小倉北区中島 1-16-1

設立年月日　：2013.11.11
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大・その他

最新テクノロジーを活用し､新たな価値を有する

熱制御塗料『MAGIC-COAT』の開発・販売

現在一般的に使用される遮熱塗料はセラミック等

を配合した高反射型塗料が多く、初期の段階では

効果を発揮するが経年のヨゴレが付着するとその

性能を維持することが出来ません。今回の製品は、

今までの塗料を改善し反射に頼らず表面にヨゴレ

が付着してもその効果を維持します。

また、冬場に必要な太陽熱も取り入れるため、

通年で省エネ効果の高い製品です。

株式会社環境改善

原料の生産→丸ごと大豆飲料の製造→

砂糖及び乳酸菌の混合→定温（37℃）

で 72 時間醗酵→パッキング→後殺菌→

冷却→冷蔵保管

平成２６年５月発売
（写真左から）
・化粧水（潤い＆細胞活性化成分）
・美容液（新陳代謝促進成分）
・ジェルクリーム（保湿＆保護成分）
・毛根細胞活性化成分のヘアケア養毛剤



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 7月24日(木)

2014年 8月20日(水)

2014年 9月18日(木)

2014年10月22日(水)

申込締切

＊お問合せ下さい

6月30日(月)

7月31日(木)

8月31日(日)

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

～
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＊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 6 月 18 日（水）　　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　中村　隆則

熊本市中央区水前寺 2-3-3-903

設立年月日　：2011.2.3
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大・業務提携

業界初　軽量コンパクト電動バイク開発

～高性能カーボン電池搭載～

これまで業務用やスクータータイプの電動バイク

を開発してきたが、重量・価格の課題が残って

いる。今回、電動アシストニーズやシニア層を

ターゲットとする近距離用途である軽量コンパクト

で安価な、新ジャンル Made in Japan の車体開発

を行う。

株式会社 Growthn Dream
（グロースンドリーム）

代表取締役　松尾　憲親

福岡市早良区南庄 2-9-12

設立年月日　：1974.3.20
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：- 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

地震・液状化に強くかつ地下空間を築造する

｢NCZ 工法｣

強度な人工地盤と各戸に地下空間をつくる

『NCZ 工法』。地盤面と一体となった地下工作物を

整備できる工法は日本ではほとんど例がなく、

今までの地下室工事費に比べて格安で、かつ構造

的に強固な空間を実現します。地震や液状化など

の災害から大切な住宅を守ります。

株式会社大建

【２０１１年開発
業務用電動バイク】

【２０１２年開発
電動スクーター】



【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

■　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

行事名 ６月 会場/時間帯 ７月 会場/時間帯 ８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

1(火)
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 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

4(月)、5(火)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

行事名 ９月 会場/時間帯 １０月 会場/時間帯 １１月 会場/時間帯

プレゼンテーションセミナー 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

7(金)
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーション練習会 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

5(水)、6(木)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00


