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名称変更のお知らせ
● フクオカベンチャーマーケット協会は、「福岡県ベンチャービジネス支援

　協議会」に名称変更することになりました。

   Fu

ku
ok
a 
Ve
nt

ure 
Market Association

TOPICS

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8月19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１９０回　フクオカベンチャーマーケット開催

　この度フクオカベンチャーマーケット協会は、平成２７年７月３０日に開催いたし
ました総会の決議により、平成２７年８月１日付をもって「福岡県ベンチャービジネ
ス支援協議会」に名称変更することになりました。
　今後は、中小・ベンチャー企業とビジネスパートナーとのマッチングを更に促進
するとともに、県内中小・ベンチャー企業に対する海外展開支援機能を加え、地域の
中小・ベンチャー企業の成長・発展を一層強力に支援してまいります。
　今後ともよろしくお願い申し上げます。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡県産業デザイン協議会
● 第 17 回福岡デザインアワードエントリー商品募集！

「福岡デザインアワード」は、福岡県内の企業が製造又は販売する商品のうち、市場性
を有し、オリジナリティが高いデザイン性に優れたものを表彰するものです。
たくさんの商品のエントリーをお待ちしております！
【応募締切】平成 27年 8月 31 日（月）　必着
【応募方法】  ホームページをご確認ください。（https://fida.jp/top/award/）
【お問合せ】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 
　

【新名称】　福岡県ベンチャービジネス支援協議会          【旧名称】　フクオカベンチャーマーケット協会

福岡県ベトナム （ハノイ） ビジネス訪問団派遣事業
● 福岡県とベトナム商工会議所が連携し、ベトナム・ハノイにおいて、現地

　企業訪問・ 商談会等を実施します。

【時　　期】　平成 27年 11 月 24 日 ( 火 )~28 日 ( 土 )
　　　　　　※4泊 5日（うち機内 1泊）、福岡 -ハノイ直行便利用予定
【対　　象】　食品・一般消費財、機械製造などの福岡県内企業
【 訪  問 先 】　   ベトナム・ハノイ
【参加費用】　福岡⇔ハノイの航空賃、宿泊費、食事など
【申込締切】　第一次：平成 27年 8月 31 日（月）　
【お問合せ】　福岡県 商工部 新事業展開支援室（担当：小玉（こだま））
　　　　　　電話：092-643-3430



代表取締役社長　中尾　賢一郎

福岡市中央区天神 2-4-5
デイトンビル 2-3F

設立年月日　：2011.11.1
資　本　金　：20,000 千円
常用従業員数：96 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
通販事業者

事業プロデュース【独自のマーケティング

(VOC) を核とした事業成長・課題解決事業】

お客様のビジョン共有からスタートし、事業戦略

の立案から実施まで一気通貫のビジネスを展開し

てます。中でも『VOCソリューションサービス』

は顧客の声を軸とし、お客様の事業成長と課題

解決の為に生み出された新しい手法で、弊社の

一番の特徴でもあります。

株式会社
グランドビジョン

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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8 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　荒川　国子
     
佐賀県佐賀市与賀町 3-4

設立年月日　：1948.10.1
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
医療機器関係、医療機関

美容の技術と患者さんの声から生まれた
医療用ウィッグの開発と販売

がん患者さんの窮状を知り、「頭髪に関する悩みを

解消したい」「患者さんのQOL向上に貢献したい」

という思いから開始。がん化学療法などの疾患

治療により生じた脱毛の悩みを解消する為、

「ズレない、蒸れない、締めつけない」先進的医療

用ウィッグを開発。

有限会社
ビューティック二葉
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ビューティック二葉 

今回のプレゼンテーショ

ンでは 
 
 
        

たいと思います。 

メーカー 
（中国） 

メーカー 
（アジア） 

生産委託 

技術指導 
【将来の生産委託先】 

【現在の生産委託先】 

代表取締役　坂本　匡史

福岡市博多区博多駅東 2-8-27
博多駅東パネスビル 6F

設立年月日　：2015.2.6
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
コールセンター運営会社

クラウド型コールセンターシステム
の開発と販売

クラウドコールとは、コンタクトセンターに集ま

ってくる顧客情報と対応履歴を一元管理するCRM

と CTIがセットになったオールインワンシステム

です。数名の小規模のコールセンターからお手軽

に導入することが可能です。

株式会社
エイトミリオン

代表取締役  山下　泰寿

福岡市博多区竹丘町 2-4-27

設立年月日　：2002.2.1
資　本　金　：30,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
健康食品販売会社

豚骨ガラ抽出の糖代謝有効成分オステオカルシン Glu の

量産と機能性表示食品の製造販売

世界で初めて、経口投与でインスリンの分泌を

促進し、血糖値低下に効果のある、オステオカル

シンGlu機能性食品の製造販売。更に、豚煮骨

からのオステオカルシンGlu抽出技術開発に

より、安価でエコな製造法を実現した。

株式会社
クリーン・エコバランス

  

    契約ラーメン店 

     豚骨煮骨原料買取 

 

         冷凍車収集 

 

 

        オステオカルシン             残渣は乾燥肥料化 

       抽出                  骨粉肥料 

 

 

 

                       直販（オリジナル商品化） 

    オステオカルシン 

    機能性食品製造 

  

     血糖値対策    原料販売・OEM   契約会社に販売 

　　　　　　　　の部分

の方々をご紹介いただき

たいと思います。



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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＊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 8 月 19 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

代表取締役　下　浩史

佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久
1539-1

設立年月日　：2003.2.17
資　本　金　：78,750 千円
常用従業員数：9 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
商社

卵殻の再生処理および再生製品の販売

今まで卵の殻は産業廃棄物として処理されてきま

した。しかし、卵の殻には色々な機能が付随して

いることが確認出来ました。卵の殻を利用し、

吸湿性・吸臭性に優れた壁紙を生産、卵の殻の膜

を使いアミノ酸を豊富に含んだ美容関連原料の

開発を行っています。

株式会社
グリーンテクノ 21

FVM今後の開催予定

福岡県ベンチャービジネス支援協議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 9月16日(水)

2015年10月20日(火)

2015年11月18日(水)※北九州開催

2015年12月16日(水)

申込締切

受付終了

8月31日(月)

10月31日(土)

代表　柴田　寛

福岡市東区松島 1-2-23-405

設立年月日　：2000.4.1
資　本　金　：- 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
不動産デベロッパー、自治体

ドローン空撮 +CG データ制作 +ビデオ
での表現方法とローコスト提案

無人航空機ドローンによる空撮最大のメリットは、

実機に比べ大幅なコスト削減ができ、低空での

迫力の映像が撮れる事です。バルーン撮影に比べ

 準備や撮影場所の移動が簡単で、さらに電動ヘリ

の場合の最大の特徴は静音性で住宅地での撮影も

可能としました。

ワールド・フォト・サービス
( 個人事業 )

◆サービスメニュー 

 

 

 

 

 
空撮(写真・動画等) 

CG 画像の提案、制作 

写真・映像の提供 

データの提供 

◆完成ビデオ 
・BGM+字幕のみ 

・撮影データ等素材返却 

※別途料金 

・絵コンテ、MC、翻訳、ナレーション、

イラスト、編集後の変更等は別途料

金になります。 

8月31日(月)※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】

福岡県ベンチャービジネス支援協議会　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。

フクオカベンチャーマーケット（FVM）には、
福岡県ベンチャービジネス支援協議会会員
をはじめとする多くのビジネスパートナーが
参加します。ベンチャーサポートセンターで
は、中小・ベンチャー企業の要望やビジネス
プレゼンテーションの目的にあったビジネス
パートナーに参加を呼び掛けています。また、
ビジネスプラン発表後は、ベンチャーサポート
センターのコーディネーターが、商談開始に
向けた様々なサポートを行います。

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）

福岡アジアビジネスセンター
セミナールーム

（福岡市中央区天神1-11-17福岡ビル4F）

15：00～16：30


