
開催日時：2014年10月21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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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。

【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

【会　場】　福岡アジアビジネスセンター （福岡ビル４Ｆ）

　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しております。

　今年度は「業種」や「地域」等で括る『特集』をより多く開催します！今月は先月に引き続き

『コンテンツ』特集の第２弾！『コンテンツ』に関連した企業３社を含む６社（2・3ページ）が

ビジネスプランを発表します。

　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１８０回　フクオカベンチャーマーケット開催

コンテンツ
特　集

マンスリーマーケット 

交　流　会



会社の概要
事 業 名

事業の概要
商品・サービス等時 間
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会
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～
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代表取締役　杉本　尚丈

福岡市博多区博多駅前 2-5-8
ベルコモンズ博多ビル 5F

設立年月日　：2011.1.11
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

福岡県世界遺産登録推進プロジェクト

の応援事業

「明治日本の産業革命遺産 九州山口と関連地域」が

2015 年度の世界遺産登録を目指しています！

当社は「九州から世界遺産を！」を合言葉に、

世界遺産応援企業を募集しています！

プレゼン当日は福岡県世界遺産登録推進レディ MI6

も PR に駆け付けますよ！ 

株式会社
ＴＭエンタープライズ

【動くパンフレット】

代表取締役　樋口　清美

福岡市中央区天神 2-3-36
ibb fukuoka ビル 401

設立年月日　：2007.3.26
資　本　金　：6,000 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

テレマのプロ集団による

マーケットリサーチ・サービス事業

BtoBテレマーケティングのパイオニアとして、多く

の企業様に対して、リサーチサービスを展開中です。

消費者ニーズ聞取り調査、満足度調査、会員や

代理店への告知フォローなど熟練の会話力と厳しい

分析力をリサーチ活動に活かして参ります。

①なぜ弊社のテレマーケティングは強いか？

②なぜリサーチサービスに活かせるか？

の視点でご紹介します。

株式会社
sora プロジェクト

いろいろ使える電話のマーケットリサーチの情報収集力！！ 

 

お客様とsoraコールスタッフとの情報共有と事業戦略に役立つ分析 

  

 

現状・満足度調査

不満の引き出し

ニーズの聞き取り

入会勧誘・感想聞き取り

ＣＳ向上

離脱防止

ライバル社との差別化
業界でのイニシアチブ

新会員増加

継続増加・価値の向上

不満解消に向けて対策

新製品・新サービス開発

入会チャネルの強化

 10 月ＦＶＭ「コンテンツ特集」ビジネスプラン発表企業事業概要

代表取締役　西原　申敏
     

福岡県糸島市篠原西 2-3-23

設立年月日　：2013.8.1
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

地域間における教育機会格差への挑戦

『地域出張型学習塾ブランチ』の展開

地域間における教育機会格差の課題解決のため

「もっと近くに学びの場を」をコンセプトに、地域

にあるスペースと映像授業を活用した地域出張型

学習塾ブランチを展開しています。地域の未来を

背負う子ども達が、自分の地域で学べる場をつくる

支援をしています。

株式会社
コラボプラネット

 

代表取締役　春山　慶彦

福岡市中央区大名 1-4-30-1101

設立年月日　：2013.7.19
資　本　金　：7,394 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

YAMAP（ヤマップ）

〜 登山・アウトドアの新定番 〜

YAMAP（ヤマップ）は携帯の電波が届かない山の中

でも、スマートフォンにて現在位置がわかる

地図アプリです。近年、社会問題になっております

「山での遭難・道迷い」の事故を軽減すべく開発を

しました。

登山・アウトドアの新定番となるサービスです。

株式会社セフリ

【コンテンツ】



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11月18日(火)

2014年12月16日(火)

2015年 1月21日(水)

2015年 2月18日(水)

申込締切

＊お問合せください

10月31日(金)

11月30日(日)

12月31日(水)

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 10 月 21 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  三浦　知之

福岡市中央区天神 1-9-17
福岡天神フコク生命ビル 15F

設立年月日　：2014.1.10
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・業務提携

クラウド型 AR( 拡張現実 ) サービス

「デジマド」の販売

弊社開発の「デジマド」は、スマートフォンを介し

て印刷物と動画を融合する「AR技術」を活用した

サービスです。これまで企画準備や開発コストの

問題から、気軽に活用できなかった AR（拡張現実）

を、画像データと動画データを用意頂くだけで提供

できるシステムを開発しました。クラウド型のシス

テムだからこそ可能な事業展開を考えています。

株式会社ワンビジョン

代表取締役　宮田　徹

福岡市博多区博多駅東 1-16-7

設立年月日　：2006.5.30
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：7 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

次世代型デジタル顔出し看板『デコピー』の

紹介、販路拡大

インバウンドに絶大な効果！　日本式技術で世界が

あっと驚く！次世代デジタル顔出し看板『デコピー』

で「集客」「誘客」「消費UP」を！！【集客】「初めて」

の「楽しい」体験に、足止め率はUP！圧倒的な

集客力！滞在時間の長さ！ 【回遊】デコピー設置箇所

を廻るスタンプラリー！普段行かないところにも足を

運ばせる。【消費増】電子クーポンが掲載されており、

企業サイトへの誘導やこのクーポンを使える店舗に

直接誘客することもできます。その他、スマート

フォン広告やメルマガ広告でのPRも可能です。

株式会社コネクト

【コンテンツ】

【コンテンツ】



【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

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

【松窪　一則】 【藤崎　弘之】【石橋　薦】

コーディネーターが一貫してサポート

◆　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　◆

１１月 会場/時間帯 １２月 会場/時間帯 2015年1月 会場/時間帯

7(金)
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

2015年2月 会場/時間帯 2015年3月 会場/時間帯

- - 3(火)
ABCセミナー

ルーム
15:00～16:30

プレゼンテーションセミナー


