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FVM 協会総会 ● 平成２７年度 FVM 協会総会・福岡ベンチャークラブ総会・講演会・交流会を開催

    します。皆様、ぜひご参加ください！
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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7月22日(水)　13：30～16：10 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１８9回　フクオカベンチャーマーケット開催

福岡県産業デザイン協議会
● 平成２７年度通常総会・特別講演を開催します。皆様、ぜひご参加ください！

【日　　時】　　７月２３日（木）１５：００～１７：３０
　　　　　　　※通常総会・特別講演終了後、交流会を開催します。
　　　　　　　　（会費　会員 3,000 円、一般 5,000 円）
【会　　場】　　ソラリア西鉄ホテル８階「彩雲『雪』」
【定　　員】　　１２０名（入場無料。会員以外の一般参加も可能）
【特別講演】講　師　　㈱コンタン代表取締役　鈴木　正晴氏
　　　　　  テーマ　　「東京の小売店と商売をするということ
　　　　　　　　　　　～全員参加型・ニッポンヒャッカテン～」
【お申込み】　　福岡県産業デザイン協議会事務局
                       　     電話：092-643-3449　ＦＡＸ：092-643-3427  
                                 E-mail：info@fida.jp    ＨＰ：http://fida.jp/

（福岡市中央区天神２－２－４３）

【日　　時】　　７月３０日（木）１５：３０～１９：３０
　　　　　　　■１５：３０~　　　　　　　　■１８：００~
　　　　　　　　FVM協会総会　　　　　　　　　交流会
　　　　　　　　福岡ベンチャークラブ総会　　　（参加費：4,000 円）
　　　　　　　　講演会

【会　　場】　　ソラリア西鉄ホテル８階「彩雲」

【定　　員】　　１５０名
　　　　　　　（入場無料。交流会参加費 4,000 円）

【お申込み】　　フクオカベンチャーマーケット協会事務局
　　　　　　　電話：092-725-2729　FAX：092-725-2796
　　　　　　　E-mail：ven@fvm-support.com
　　　　　　　HP：http://www.fvm-support.com/cfvm/3816
　　　　　　　

（福岡市中央区天神２－２－４３）

株式会社
エンバイオ・ホールディングス 
代表取締役社長
西村 実　

■　講演会講師　■

氏　工学博士（生命工学）

講演テーマ
「環境技術で
 世界を変える」       

建設 ・不動産
特集



代表取締役社長 
中宮　亜紀子

東京都千代田区麹町 3-3-4
KDX 麹町ビル 2F

設立年月日　：2014.6.4
資　本　金　：20,000 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
業種不問

“RE/MAX エージェント制”で日本の
不動産業界の変革とグローバル化の実現

世界約100か国に進出の不動産フランチャイズ

RE/MAXが遂に日本上陸。将来の市場規模縮小を

見据え、独自のエージェント制により、業界の

裾野を広げ、グローバル化を実現します。

10万人のネットワークで、誰もが幸せになれる

マーケットを創ります！ 

株式会社 IKEZOE
【建設・不動産特集】

ノズル２本、バッテリー２本、

充電器は標準で付属 

作業現場の声を活かし、片手で長時間作業しても

疲れにくい重量バランスを実現！ 

 

代表取締役社長　 
吉田　栄樹

愛知県豊橋市牟呂町一本木 3

設立年月日　：1995.10.4
資　本　金　：30,000 千円
常用従業員数：13 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）

重機・機械等のメンテナンス作業の
効率化に役立つ製品の販売

今回自社製品として開発した電動式グリースガン

「グリースモンキー」は建築土木業界などで行わ

れる機械のメンテナンス作業を大幅に効率化し

ます。

片手で作業しても長時間疲れにくいバランスの

取れた形状で、作業効率を３倍アップします。

株式会社

ニューシステムテクノロジー

【建設・不動産特集】

会社の概要
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商品・サービス等時 間
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

 

 

7 月ＦＶＭ「建設・不動産特集」ビジネスプラン発表企業概要

  

代表取締役　井上 馨一郎

福岡市中央区天神 2-3−36
ibbfukuoka ビル 301

設立年月日　：2014.2.27
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
建築士、建設業、
ハウスメーカー、不動産業、
家具インテリア

建築士向け風水建築講座及び
風水 ASP サービス事業

日本初の建築士向け「風水建築士講座」を開講。

不安ではなく、安心を与える「風水の知識」と

「資格」を提供します。取得後は、webシステムに

より、経験が浅くとも、風水の知識を低価格で

ビジネス活用できます。(一社 )日本風水建築

協会にてサポート致します。

株式会社 blank map
【建設・不動産特集】



代表取締役　大井　忠賢
     
福岡県田川郡福智町金田 946

設立年月日　：2013.7.22
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、百貨店、
商業施設、デベロッパー

マーケ☓デザインで全国発信！
カラフル落雁・楽心堂

カラフル落雁、全国へ！和菓子の落雁を使った

お供物落雁工房「楽心堂」（福岡県福智町）。

10年前に母が開発した商品を、マーケティングと

現代アートデザインで、姉弟が、筑豊に新たな

クリエイティブ産業を起こし、日本中の寺院を

相手に商売を仕掛けています。

サムライ・アンド・カンパニー

株式会社 ・ かつては、 法要が実施さ
れる際に檀家が寺院に集ま
り、 お供物を作りお供えして
いた。
・ 現在では檀家の高齢化が
進み、 手作りする寺院が減
少し、 外注する寺院が増加
中。
・ そのニーズに合わせ、 定
期手に DM送付し、 電話 ・
FAX ・ WEB にて簡単に購入
可能。 またオーダーメイド
も可能。

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 8月19日(水)

2015年 9月16日(水)

2015年10月20日(火)

2015年11月18日(水)※北九州開催

申込締切

受付終了

7月31日(金)

8月31日(月)

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

＊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 7 月 22 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）

15：40

～

16：10

名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表取締役　吉田　香織

福岡市東区塩浜 1-8-2

設立年月日　：2009.8.5
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：13 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）
VC、金融機関、旅行代理店、
テーマパーク

ホテル等の一般施設で提供可能なハラール

加工食品の製造及びキット販売の展開

一般施設(ホテル・テーマパーク・飲食店・学校

《学食》等)で、ハラール食の提供が可能になる

加工食品の製造とキット販売を展開します。

国内へ旅行・ビジネスで訪日されるイスラム教徒

の方が安心して食べられる食事の提供が場所・

設備を問わず可能になります。

ショクシン株式会社

 
食品に直接手を触れずに調理可能なハラル認証食品をキッ

ト化。 

＊監査・研修を行った上での  

15：00

～

15：20

7月31日(金)※北九州開催のため

　　通常とは異なります。



【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。

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 場所

２０１５年  ９月２日（水）

２０１５年１１月４日（水）

２０１６年  1月６日（水）

２０１６年  ３月４日（金）

ABCセミナールーム15：00～16：30


