
開催日時：2015年3月18日(水)　13：30～16：50

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。

ＦＶＭ ｎｅｗｓＦＶＭ　ｎｅｗｓ

マンスリーマーケット終了後にワンコイン （500 円） でご参加いただける

カジュアルスタイルの交流会を開催しています。

軽食、 ソフトドリンクを準備しております。

名刺交換 ・情報交流の場として、 ご活用ください。

　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。

  今月は７社の企業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１８５回　フクオカベンチャーマーケット開催

2015 年 3月号

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

2015年 4月22日(水)

2015年 5月20日(水)

2015年 6月24日(水)

申込締切

※お問合せください

3月31日(火)

4月30日(木)



代表  北野　道代

宮崎県都城市都島町 204－1

設立年月日　：2014.4.17
資　本　金　：-
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

（聴講希望パートナー）
商社、製造メーカー、公共機関、
ベンチャーキャピタル

1KW 風力発電機、「WIND ライト」

発電システムの製品化事業

宮崎生まれの風力発電機、風力発電システム製造

販売、環境学習、小さなお子様から大人まで発電

を体験できる発電体験出張サービスを行っており

ます。発電効率は業界トップクラス、省エネ設計、

待機電力ゼロの風力発電システムを実現し、

「そよ風発電、静かな発電、確かな発電」をお届け

しています。

minimal（個人事業）

1KW風力発電機「風たまご」　　　　　　 
生まれたばかりの弱い風にも
対応し、電気を生み出す風力
発電機であることから
「たまご」をイメージした
キュートなデザインになりま
した。尾翼を２本にすること
で全長を短く抑えコンパクト
にすることができました。

 

会社の概要
事 業 名

事業の概要・企業 PR
商品・サービス等時 間

13：50

～

14：10

14：10

～

14：30

14：30

～

15：00

13：30

～

13：50

 

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

15：00

～

15：20

 

ゴルフ場の切実な願い

代表取締役　 大井　啓伊

福岡市博多区博多駅前 4-8-15

設立年月日　：1993.2.3
資　本　金　：72,150 千円
常用従業員数：32 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
ベンチャーキャピタル、
情報サービス業

タブレットＰＯＳで安価に情報管理し

売上ＵＰを実現

高価なＰＯＳ使用の代わりに、安価なタブレット

端末を使用する新ＰＯＳシステムが完成しました。

安価で必ず売上につながる仕組みを作りあげまし

た。当社との協業や出資に前向きな方は、是非

プレゼンにご参加ください。２０１５年６月決算

は、上期売上２億３千万円、前年比１７％ＵＰ、

経常利益黒字を確保しました。下期の確定売上も

順調に推移しています。全員参加で成長を実現する

体制を構築しています。

株式会社ミリオネット

 

 3 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業事業概要

代表取締役　大坪　和義

福岡県大牟田市健老町 461

設立年月日　：2004.12.6
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
医療機器販売会社、
介護用品レンタルサービス会社、
医療機関

業務用光触媒空気清浄機の製造販売

弊社の空気清浄機は、小型・高性能を実現する

LED 導光方式光触媒フィルターを搭載し、従来の

製品では到達ができなかったウィルス・たばこ臭・

VOC 類の除去が可能となり、フィルターの再利用

および安全安心で使用でき、室内の快適な空気環境

を提供いたします。

エーアンドオーエンジニアリング

株式会社

代表取締役 ビナー・アレクサンダー

福岡市中央区大名 2-9-30
淀ビル 2 階

設立年月日　：1999.8.1
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
ドイツ、EU 展開に検討・関心の
ある企業

「欧米ビジネスセンター」による

日欧ビジネスサービスの提供

九州の企業とドイツ企業の製品をつなぎます。

欧米ビジネスセンターは、ドイツとビジネス関係を

築きたい企業の手助けをします。ドイツ語、英語、

日本語による企業紹介と販路拡大支援サービス

です。それにドイツ市場についての調査、企業情報

書類も作成します。出張の準備も任せてください。

ドイツにおける強力なネットワークが特長です。

ALISA スクール株式会社

【株式会社中村（佐賀県神埼市）楠ハンドメイドの支援】
【サービス内容】
・紹介サイトにロゴ、写真 4枚、会社
　案内、地図、問い合わせ先を掲載。
・16 ページの会社案内書を作成。
・16 ページの市場調査書を作成。
・会社資料を外国語に翻訳。
・Facebook やウェブサイトを翻訳。
・海外のプレゼン準備と支援。
・ニュースレターを送信。

【サービスコース】
①お試しパッケージ
・企業紹介サイト作成・ニュースレター作成・問い合わせに回答
②ベースパッケージ
・企業紹介サイト作成・Facebook 作成
・問い合わせに回答とウエブサイトと Facebook のアップデート 5回分無料
③ビジネスパッケージ
・ウェブサイトを翻訳・出張準備（航空機、ホテルの予約など）
・問い合わせに回答とウエブサイト、Facebook アップデートは全て無料サービス

 



代表取締役　重岡　伸一
     
山口県下関市豊浦町大字吉永
526-1

設立年月日　：1991.8.1
資　本　金　：20,000 千円
常用従業員数：18 名

（プレゼン目的）
販路拡大・その他

（聴講希望パートナー）
商社 ( 海外輸出 )

革新的トマト栽培プラント及び技術の提供

トマト栽培の問題、難しさを根本から解決出来る、

革命的な栽培システムが誕生！現状の栽培施設の

改修、新規施設への導入が進みます。海外でも同様

で非常に大きな市場が形成します、トマト栽培を

検討中、設備販売希望の方（発展途上国含む）今が

好機で最大のチャンスです。

ピーエスピー株式会社

会社の概要
事 業 名

事業の概要・企業 PR
商品・サービス等時 間

15：20

～

15：40

15：40

～

16：00

＊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：2015 年 3 月 18 日（水）　　会場：福岡アジアビジネスセンター
                                    　　　　　　　　　　　（福岡市中央区天神 1-11-17-4F）

16：20

～

16：50

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

 

代表取締役　弘中　美光

山口県下松市大字平田 443

設立年月日　：1952.9.20
資　本　金　：20,500 千円
常用従業員数：75 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
建設コンサルタント業、
土木工事業、国・地方自治体の
道路施設維持管理部門

道路付属物の支柱の腐食調査システム

倒壊事故等で問題になっている道路付属物支柱の

腐食を非破壊により調査するシステムです。

工期短縮、周囲への安全性の高い工法で、

調査データがデータベースとして保存され計画的

な管理に寄与します。

日進工業株式会社

道路付属物の支柱の路面境界部や溶接部の腐食状況を調査
するため、支柱の地表部の側面へ超音波センサーを接触
させるのみで、超音波の反射状況により、腐食状況を予測
するシステムです。（商品名「キズミー 1」）

16：00

～

16：20

代表　増田　美恵子

宮崎県宮崎市橘通り西 2-5-27
アクアマリンビル 2 階

設立年月日　：2010.5
資　本　金　：-
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
百貨店バイヤー

ヘナアート式ギフト

インドの伝統柄で心の言葉や気持ちを表現して、

受け取る側のシチュエーションに合わせた商材に

デザインを施したギフトは、1つ 1つ手書きで制作し

ます。沢山の品物が溢れ気軽に手に入る世の中

だからこそ、心の言葉がデザインされ手書きの暖か

さたっぷりのヘナアート式ギフトが、人の価値も

物の価値も高めてくれると思います。

ヘナアートスタジオ・Mesun
（個人事業）

伝統柄は、1つ 1つ意味を持つモチーフを組み合わせて構成され、
人の願う気持ちや想いを伝統柄で表現します。日本に例えると絵馬や
お守りのような身近で親しみのある模様です。
模様に意味を持たせ、受け取る側のシチュエーションに合わせ、
模様に贈る側の気持ちが込められるのが「ヘナアート式ギフト」です。



【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　◆

３月 会場/時間帯 ４月 会場/時間帯 ５月 会場/時間帯 ６月 会場/時間帯 ７月 会場/時間帯

3(火)
ABCセミナールーム

15:00～16:30
- 7(木)

ABCセミナールーム

15:00～16:30
- 2(木)

ABCセミナールーム

15:00～16:30

８月 会場/時間帯 ９月 会場/時間帯 １０月 会場/時間帯 １１月 会場/時間帯 １２月 会場/時間帯

- 2(水)
ABCセミナールーム

15:00～16:30
- 4(水)

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


