
　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１７７回　フクオカベンチャーマーケット開催

開催日時：2014年7月24日(木)　13:00～16：00

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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VENTURE MARKET

福岡ベンチャークラブ

総会 ・ 講演会 ・ 交流会

福岡ベンチャークラブ

総会 ・ 講演会 ・ 交流会

ベンチャーマーケット終了後

開催日 ： 2014 年 7 月 24 日 ( 木 ) 

福岡ベンチャークラブ総会

講演会 『ブレイクスルーの原動力』

交流会

会　場 ： グラナダスィート 福岡
福岡市博多区中洲 5-3-8 アクア博多 11Ｆ

( 旧 ： 博多城山ホテル )

＊明治通り沿いエントランス
　よりご入場ください

16 ： 30 ～ 16 ： 50 

16 ： 50 ～ 17 ： 45 

18 ： 15 ～ 19 ： 45  ( 参加費 ： 3,000 円 )

◆講演会講師◆

株式会社グランディーズ

代表取締役社長 亀井 浩 氏

『ブレイクスルーの原動力』

大分に本社を置く住宅販売会社。住宅不況やリーマンショ

ックという逆境の中、「年収 300 万円でも無理せずに買え

るコンパクト住宅」というコンセプトを打ち出し、2006 年

の創業からわずか 6年で福岡証券取引所 Q-Board に上場。

「内装職人から上場企業社長へ」 という経歴の創業社長が、

何を考え、 実行してきたのか。 ビジネスモデルの着想や力を

発揮できる組織運営、 その原動力となる経営哲学について

講演します。

入場無料 ( 定員 100 名 )

※福岡ベンチャークラブ会員以外の方にもご参加いただけます。

※定員に達し次第募集を締め切らせて頂きます。



 7 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

13：20

～

13：40

13：40

～

14：00

14：00

～

14：30

13：00

～

13：20

 

代表取締役  福留　裕文

福岡市早良区百道浜 1-3-70

設立年月日　：2010.9.17
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・業務提携

大腸菌大量培養によるピロール溶液と

ポルフィリン生成事業

ポルフィリンは、光合成の源の葉緑素、赤血球など

の素材で「生命の源」と呼ばれ、次の商材と注目

されています。有機農産物肥料、美白、豊胸、

健康食品、ガン治療薬、産業用素子、光触媒に

利用できます。特許技術を用い高品質な天然素

材として販売いたします。

シキソンパワー株式会社

代表取締役　綾香　正博

福岡市博多区博多駅東 2-5-19
サンライフ第 3 ビル 6

設立年月日　：2012.7.5
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

博多織を使った新ブランド商品「＋agen」

の開発、販売

当社が取り扱う新商品ブランド【+agen】プラス

アゲンは、スマートフォン、タブレット端末など

現在世界的規模での需要拡大にあわせ、今まで

博多織商品が踏み入れなかった携帯端末アクセサ

リーとして商品にし、生地の加工コストを抑えた

開発をすることにより、お手にし易い価格帯で、

日常生活の中でお使い頂けます。

株式会社

エスエルエスクリエーション

代表　西村　昭二

福岡市博多区博多駅前 3-19-23
簡ビル 2F

設立年月日　：2014.3.1
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

高齢者・障害者向け、軽自動車の福祉車両

への低コストでの改造提案

日本は人口構成の高齢化に伴い、全国的に高齢者、

障害者、難病者の車イス利用が増加してまいり

ました。通院、リハビリ、観光など、車イスに

よる外出、移動で、家庭においても自家用福祉

車両が必要になります。

私たちは、自家用軽自動車の福祉車両への改造を、

安心して、低価格で実現できるようなご提案を

いたします。

フォーリングス福岡
( 個人事業 )

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

14：30

～

14：50

代表　日高 憲一郎

福岡県糸島市志摩初 30
いとしま応援プラザ内

設立年月日　：2012.12.12
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

糸島観光 iPad アプリ「いとしまっぷ」

の販路拡大

観光情報ツールとしてイラスト観光マップ、

インターネット、観光情報誌のそれぞれの利点を

持ち合わせ、福岡で今一番注目されている

糸島エリアを案内する iPad アプリ

「いとしまっぷ」をリリースしました。

未来へとつながる新しい観光体験をご提案します。

アプリンク ( 個人事業 )

 

◆　大腸菌を用いた特許製法により安価で高品質な天然ピロール素材を販売する。

【自家用軽自動車の福祉車両への改造】



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 8月20日(水)

2014年 9月18日(木)

2014年10月22日(水)

2014年11月18日(火)

申込締切

＊受付け終了

7月31日(木)

8月31日(日)

9月30日(火)

会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間

14：50

～

15：10

15：10

～

15：30

＊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 7 月 24 日（木）　　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

15：30

～

16：00

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表　迫田　康博

福岡県朝倉郡筑前町下高場 1902

設立年月日　：2013.8.5
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大

納豆菌を利用した動物用天然消臭マット

の販売事業

動物園の飼育動物やペットなどの臭いをとり、

自然に近い飼育環境をつくり人にも心地よい環境

をつくる床材です。納豆菌が動物の気になる臭い

を抑えて、自然の土での行動をする動物を見る

ことができます。

アグレナ ( 個人事業 )

代表　Agung pambudi
     ( アグン パンプディ )

福岡市東区香椎照葉 3-2-4-815

設立年月日　：2014.10 設立予定
資　本　金　：未定
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

ハラル食品判定スマホアプリの開発・販売

スマートフォン・カメラで商品のバーコードを

撮るだけで、Halal に準じた食品かどうかを瞬時に

判断できるアプリ機能を核に、イスラム教徒への

無料サービス提供を通して、巨大なイスラム経済

圏でのポータルアプリを目指す。

Halal Mind
( ハラル マインド )

原材料 

産地：国産（九州産） 
杉おが粉 
もみがら 
杉皮 

商品の卸業者様を募集 

家庭用ペットなど小さい動物向け 

BioGeoMat の販売 

室内で飼育する動物にも利

用しやすいサイズと、製品の

見た目も観賞用に耐えられ

る改良がされています。 

モルモット、うさぎ、ハムスタ

ー、ヘビ、などあらゆる小動

物ペットに利用できます。 

動物園など大きい動物向け 

HorseBioBed の販売 

動物の大きさにかかわら

ず利用できます。 

現在、キリン、豚、ヤマア

ラシ、シマウマ、ダチョ

ウ、クマ、モルモットなど

あらゆる動物で利用され

ています。 

アグレナ（当社） 

納豆菌を利用した発酵資材 

Biogeomat 

Horsebiobed 

ニオイキエルナット君  

 1.バーコードの読込 

 
インターネット  2.データベース照合 

ハラル情報

データベース 3.判定表示 

スマホのカメラで、対象商品のバーコードを読み取り、独自のハラル情報データ

ベースを参照して、“ハラル ( 認められた )”、“ハラム ( 認められない )”、“未確定”

の確認が瞬時に行える無料アプリを提供し、イスラム教徒の利用頻度を高め、

ハラル商品の販売・広告、販売サイトへの誘因等により収益を得る。



【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 １１月 会場/時間帯 １２月 会場/時間帯 2015年1月 会場/時間帯

プレゼンテーションセミナー 7(金)
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(水)
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーション練習会 5(水)、6(木)
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

8(木)、9(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

2(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 4(月)、5(火)
FVMセミナー

ルーム
13:00～16:00

5(金)、8(月)
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


