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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

開催日時：2015年5月20日(水)　13：30～16：30 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。

第１８7回　フクオカベンチャーマーケット開催

FVM コーディネーター ● 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に新メンバーが加わりま

    した。中小・ベンチャー企業の様々な課題・ニーズに対応します！
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TOPICS

松 窪　一 則 kazunori　matsukubo 石　橋　　薦 susumu　ishibashi

藤 崎　弘 之 hiroshi　fujisaki 段 野　陽 輔 yosuke　danno

大 串　明 子 akiko　ohgushi 私たちが、ビジネスプランのブラッシュアップから
プレゼンテーションのスキルアップ、商談開始の
サポートまで一貫して支援します。
フクオカベンチャーマーケットを通じて、事業拡大を
目指してみませんか。
まずは、お気軽にご相談ください！

証券会社、 ベンチャーキャピタル、 株式

公開会社を経験、 これまで中小 ・ ベンチャー

企業の創業から成長までの応援を

９年間担当してきました。

ネットワーク、 人脈を活用して、 志の高い

経営者のお役に立ちたいと思います。

座右の銘 ： 「清泉湧出」

外資系コンピューターメーカーでコンサル

ティングやシステム構築に携わり、 その後、

投資会社で経営管理実務を経験してき

ました。 創業や経営革新など事業計画の

ブラッシュアップにおいて実現性を高める

ためのアドバイスを行っています。

座右の銘 ： 「為せば成る、 為さねば成らぬ何事も」

大手電器メーカーを経て㈱ DAN を設立。

大手企業 ・ 金融機関等での講習、

IT 関連分野を中心にウェブを活用した

マーケティングの支援等が強みです。

中小 ・ ベンチャー企業のお悩み解決に尽力

します。

情報処理技術者、 ウェブデザイン技能士。

座右の銘 ： 「できない理由を探すより、 全力でやってみる」

座右の銘 ： 「Your success is our Business!」

アパレルメーカー、 医薬品総合商社にて

マーケティングに従事の後、 中小企業診断

士登録し独立。 創業支援や事業計画の

作成、 経営革新、 リスクマネジメント対策等

を中心に中小 ・ ベンチャー企業の成長支援を

しています。 超高齢化、 超高負担時代に

勝ち残るための具体的な対策を一緒に考え

ましょう！

座右の銘 ： 「やってみせ、 言って聞かせて、 させてみて、
                  褒めてやらねば人は動かじ」

大手コンサルティング会社でのマーケティング、

経営管理、 株式上場支援に携わってきた

経験を活かし、 中小 ・ ベンチャー企業

のサポートを行っています。 商品開発、

販路開拓等のマーケティングを得意として

います。



代表取締役　 増田　貴久

福岡市南区野間 2-7-13

設立年月日　：2015.3.6
資　本　金　：100 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）
VC、販売会社、金融機関、
チェーン店

全く新しいスマホの集客ツール「ぽちっと」

スマホに【ぽちっと】するだけで、あなたのお店が

「祝 開店」。アプリではないので低価格で変更いら

ず。ナビから宿泊予約、電話も【ぽちっと】する

だけです。有名企業も導入中。全く新しいスマホの

集客ツールです。

株式会社
ぽちっとかんぱにー

 

・パソコン用 
・スマホ用 
・携帯電話用 

弊社 imanee サイト 

◇アフィリエイト収入 
◇衣装斡旋収入(ﾒｰｶｰ⇒TV 局へ) 
◇クリック課金型広告収入 

代表　永山 佳代

福岡市博多区博多駅前 2-9-28
福岡商工会議所ビル 8F-H

設立年月日　：2013.6.15
資　本　金　：- 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）
子育て応援登録企業

情報誌「La・cigogne( ラ・シゴーニュ ) の

会報誌 ( 社内報 ) としての活用

女性のライフスタイルを一貫してサポートする

情報誌を発行しております。テーマは「結婚、出産

(子育て )、働き方」で、行政や医療、企業取材に

より信頼性ある情報発信に努めています。

新しい形の情報誌活用(企業活動 PR)をご提案いた

します。

Tree of one( 個人事業 )

代表取締役　原田　真美
     
福岡市中央区白金 1-9-17-302 号

設立年月日　：2015.3.20
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

（聴講希望パートナー）
化粧品メーカー、家具メーカー、
広告代理店

「無料！お試し化粧品カウンター」

イベント & アプリ

全国初の「無料パウダールームによる化粧品お試し

カウンター」を福岡市中心部においてイベント形式

にて提供。単なる販促イベントにとどまらず、

お試しカウンターにて収集した女性の生の声を、

化粧品メーカーにとってマーケティング・商品開発

に活かせるデータとしてフィードバックし、

メーカーから収益を得る BtoB 型事業。消費者に

とっては、失敗しない買い物を可能とする無償の

サービス。

株式会社 Medy

会社の概要
事 業 名

事業の概要
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

 

 

5 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　井手　康博

福岡市中央区長浜 2 丁目 4-505

設立年月日　：2013.11.1
資　本　金　：2,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
資金調達・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、
アパレルメーカー

ファッションなら、あの人になれる

「imanee”アイマニ”」

「ファッションなら、あの人になれる」をコンセ

プトにしたサービス「imanee”アイマニ”」では、

ドラマ等で芸能人が着用していたファッション

アイテム情報の配信を行っています。サイト

リリースからわずか 1ヶ月で利用者 4万人！

[http://imanee.com]

ニューワールド株式会社



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 6月24日(水)

2015年 7月22日(水)

2015年 8月19日(水)

2015年 9月16日(水)

申込締切

受付終了

5月31日(日)

6月30日(火)

7月31日(金)

会社の概要
事 業 名

事業の概要
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 5 月 20 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 福岡ビル 4F）

16：00

～

16：30

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表　石原 貴

福岡県糸島市浦志 1-12-14

設立年月日　：2006.1.1
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

（聴講希望パートナー）
小売店 ( 食品 )

自家製オリジナル小麦 100％の

天然酵母パンの製造・販売

天然パン工房「楽楽」のパンは、代表自身の

アトピー克服の体験から生まれました。無農薬、

無化学肥料の自家製オリジナル小麦「楽楽っ粉・

伊都のみのり」を使った、卵・乳製品を使わない、

からだにやさしい天然酵母パンです。

天然パン工房楽楽
( 個人事業 )

代表  太田　信介

福岡県糟屋郡志免町別府西
3-3-16-608

設立年月日　：2012.6.6 
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
医療機関、テレビ局、商社

自閉の画家　太田宏介の絵画レンタルの展開

絵を一度飾ると数年間、飾りっぱなしでありますが、

絵画レンタルは3ヶ月に一度絵を交換し、見る人が

飽きないサービスを提供します。障がいをもつ弟で

ある太田宏介と仲間たちが、「明るさ」と「元気」

を、絵画という形にして、皆様に感動と勇気を

お届けします。

絵届け問屋「kousuke」
( 個人事業 )



【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。

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】 【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　◆

【藤崎　弘之】 【段野　陽輔】 【大串　明子】

【 講 師 紹 介 】 

10年間で2,000回を超えるセミナーや講演を

おこなっているほか、プレゼンテーション講座

の講師としても全国で活躍中であり、森戸氏の

プレゼンテーション自体が大いに参考になる

はずです。ぜひ受講をご検討ください。

開催日程 時間

２０１５年  ７月１日（水）

２０１５年  ９月２日（水）

２０１５年１１月４日（水）

２０１６年  1月６日（水）

15：00～16：30 ABCセミナールーム

場所


