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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：2016年5月18日(水)　13：30～16：50 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１９８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より
● 平成２８年度通常総会・特別講演を開催します！

新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡより
● 平成２８年度総会・記念講演を開催します！

【日　　時】　　平成 28年 6月 8日 ( 水 )15:30 ～ 18:50
　　　　　　　通常総会・特別講演　15:30 ～ 17:20　〔入場無料〕
　　　　　　　交流会　17:40 ～ 18:50　〔協議会会員：3,000 円、一般：5,000 円〕
【会　　場】　　ホテルオークラ福岡　4階「平安の間」（福岡市博多区下川端町 3-2）
【特別講演】　　～　クリエイティブとビジネスの協業　～
　　　　　　　株式会社博多大丸　代表取締役社長　柚木　和代　氏
【定　　員】　　120 名※協議会会員以外の一般の方の参加も可能
【お申込み】　　福岡県産業デザイン協議会事務局（福岡県商工部新事業支援課）
                       　     TEL:092-643-3591　E-mail: info@fida.jp　URL: http://fida.jp

【日　　時】　　平成 28年 5月 30 日 ( 月 )13:00 ～ 17:00(12:30 受付開始 )
【参  加   費】　　無料
【会　　場】　　( 株 )NCB リサーチ＆コンサルティング会議室
　　　　　　　( 福岡市博多区下川端町 2-1 博多座・西銀ビル 13F)
【記念講演】　　「プレゼンテーション力の向上」
　　　　　　　( 株 ) グリーンノノエデュテインメント
　　　　　　　プレゼンテーションディレクター 中西 健太郎 氏
　　　　　　　「コラボレーションによる事業創造」
　　　　　　　やまぐち総合研究所 ( 有 ) 事業創造デザイナー 中村 伸一 氏
【定　　員】　　100 名※会員以外の方は、参加申込時に併せて入会申込をして下さい ( 会費等無料 )

【お申込み】　　新生活産業くらぶ FUKUOKA 事務局（福岡県商工部新事業支援課）
                       　     TEL : 092-643-3591  E-mail : shinseikatsu@pref.fukuoka.lg.jp
　　　　　　　URL : http://www.club.fukuoka.jp/

≪第198回フクオカベンチャーマーケットにおけるプレゼンテーションのライブ配信について≫

第198回フクオカベンチャーマーケットにおきまして、当日のプレゼンテーションの様子を試験的に
ライブ配信します。右記のURLにアクセスいただき、ID及びパスワード (PW)をご入力いただくと、
当日会場への来場が困難な方でも、インターネットを通じてお手持ちのPCから、プレゼンテーショ
ンの視聴が可能となります。

（URL）http://live3.3esys.jp/streaming/fvm160518/index
（I D）fvm　　　（P W）0518

プレゼンターの魅力を高め、人を惹きつける
プレゼンテーション３つのポイント

昨今、プレゼンテーションの力が非常に注目されて

います。しかし、その上達方法を伝えるセミナーは

ほとんどありません。このセミナーでは、聴衆を惹き

つけるプレゼンテーションの秘密を伝授します。

このセミナーに参加することで、誰でもスティーブ・

ジョブズのようなカリスマ性あふれるプレゼンテー

ションを身につけられます！！

コラボレーションで事業を創造する 3つの極意！！

現在、ベンチャー企業と大手企業、大手企業とフリーラ

ンスといった規模を問わない様々な組み合わせにより、

新たな事業が生まれています。「コラボレーション」

「オープンイノベーション」という言葉もよく聞かれる

ようになってきました。

こういった事業者の連携による事業創造の法則や成功・

失敗秘話をワークショップを用いながらお話しします。

講師 中西 健太郎 氏

講師 中村 伸一 氏

※詳しい視聴方法は以下に記載しております。
http://www.fvm-support.com/cfvm/fvmmonthly/4688

〈新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡとは〉
新生活産業くらぶＦＵＫＵＯＫＡは、福岡県が事務局を務める任意団体です。くらしを便利
にするサービス産業「新生活産業」の振興を目的とし、このようなセミナーや勉強会、新事業
展開の支援を実施しています。 詳しくは http://www.clubfukuoka.jp/ をご覧ください。

特別講演 講師
株式会社博多大丸　
代表取締役社長　柚木　和代　氏
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5 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　竹下　聡

北九州市若松区ひびきの北
1-103
設立年月日　：2014.3.14
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
プラセンタ化粧品製造業者
エステ･美容室･美容関係業者

プラセンタＣ６シリーズ（化粧品）の
販路拡大と量産設備投資

株式会社 FILTOM

代表取締役　権藤　知恵美

福岡市博多区博多駅前
3－7－1

設立年月日　：2008.2.18
資　本　金　：500 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）
技能系企業、メーカー系、
建築・電気施工業

管理職の育成疲れを軽減する教育システム

多忙な管理職の育成疲れを軽減する教育システムを

ご提案します。新人が入社する度に管理職が多忙な

時間を取られ育成する、この教育方法は今の社会に

は合わない育成方法です。新人が自発的に仕事を覚

えていける教育システム作りをご支援します。

株式会社 Campanula

代表取締役　山﨑　貞充
     
佐賀県三養基郡みやき町
大市武 875
設立年月日　：2004.5.28
資　本　金　：60,000 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
タイヤ関連企業、蓄電池関連企業、
電動バイク関連企業

リチウムイオン電池の電極材料開発事業

使用済のタイヤからリチウムイオン電池を作りま

す。タイヤのリサイクルは、業界団体の努力で効

率的に行われていますが「タイヤ電池」プロジェ

クトの参画で再生エネルギー社会の構築へ向けた

新しい流れを生み出すことができます。自動車・

タイヤ及び蓄電池業界の連携を求めます。

株式会社ルネシス

代表取締役　木村　隆夫

佐賀県佐賀市卸本町 6-1

設立年月日　：2005.7.29
資　本　金　：24,500 千円
常用従業員数：103 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、メーカー、銀行、
証券会社、商社

インターネットライブセミナー事業
「3eCompact」

インターネットライブセミナー事業「3eCompact」

は場所を選ばず、簡単に、たくさんの方へ情報を

動画で伝えるサービスです。時間とコストを掛け

ずにタイムリーな情報を発信する事によりプロモ

ーションの一つとして、また、コストカットの施

策として活用できます。

木村情報技術株式会社
自宅やデスクで個人視聴 

会議室やサテライト会場で集合視

聴 
インターネット 配信元 

【商品の特徴】 

 

 

 

 

 

 

※業界初「帰水性」クリーム 

 

  

教育システムの構築カリキュラム

項目 内容 

1.現状把握 

 

1.事前に無記名で社内アンケートを実施 

仕事の覚え方、指導の仕方について現状を把握 

その内容から、課題に関する要因を分析する 

2.指導分析Ⅰ 

 

2.各社の指導方針や関わり方に、指導者にブレが生じていないかなどを確認

する。統一的に指導が行えていない場合、なぜできないかの要因を分析す

る 

3.指導方針の作成 3.教育システムの目的と目標を作成。 

目的：何のために「自社の望むべき人物像」 

目標：どのように「身に付けるスキル」「与える仕事内容」を決定する 

4.育成ステップの確認 4.業務内容を細分化、入社何年目で覚える仕事なのか、どれくらいの業務回

数を繰り返すと、身につく仕事なのかを整理。業務全体の育成ステップを

確認 ※ここで作成した内容を次回の研修までに現場で実践する 

5. 育成プランの検証Ⅰ 5 現場で実践したことについて報告 

うまくいったこと、課題などを話し合い、育成のステップを改善する 

※ここで作成した内容を次回の研修までに現場で実践する 

6.育成プランの検証Ⅱ 6.前回同様、現場で実践したことについて報告 

うまくいったこと、課題などを話し合い、育成のステップを改善し、 

最終的な育成プランを完成させる 

※ここで作成した内容を次回の研修までに現場で実践する 

7.育成プランの完成 7.育成プランの最終チェックと、社員評価システムとの連携や、業務での導

入の仕方などを決めて、社内運営ができるようする  

 

専用分解技術 

廃タイヤ 中間処理業社 
（熱分解事業

社） 

電極材加工事業社 
東京炭素工業㈱ 

電極原料 
 

専用加工技術 

技 術 開 発 ＆ 品 質 管 理  

株式会社ルネシス 

正極材 
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（この画像のみ参考） 

蓄電池開発協力会社 
株式会社共創 
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ロール電極材 

つけた瞬間わかります！

独自のＰＤ膜分離法によって､世界で初めて非加熱

活性プラセンタを実現し､胎盤組織液 100％の高い

効果の得られる肌ケア化粧品を開発しました。昨年

３月発売開始以来、リピーターが着実に増加し、売

上と生産量の増加が続いています。さらなる広報で

売り上げ増を目指します。



代表取締役　杉谷　太
     
福岡市南区野間 1-9-29-602

設立年月日　：2014.1.30
資　本　金　：1,000 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）
金融機関、健康食品･健康器具
販売会社、60 歳以上の従業員
を雇用する企業

「虚弱予防プログラム」、
「認知症予防プログラム」の企業提供

株式会社たぬき

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：2016 年 5 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

16：00

～

16：20

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・ベンチャー企業の皆様、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

2016年6月22日(水)

2016年7月21日(木)

2016年8月24日(水)

申込締切

※受付終了

お問い合わせ下さい

5月31日(火)

代表取締役　井上　智子

福岡市博多区竹下 2-4-38-202

設立年月日　：2015.7.22
資　本　金　：3,000 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）
呉服店、美容室、エステ・
ネイルサロン、ブティック

世界初！福岡発！着付けから装着へ

Made in Japan の洋服のように着れる着物と帯
WASOMI 和奏美株式会社

代表　西岡　道雄

福岡市中央区渡辺通 5-24-37

設立年月日　：2015.11.3
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
IT 系・事務系の天神・博多エリ
アにオフィスを構えている企業

頭痛・くび肩出張オフィス治療済美堂鍼灸院(個人事業)

 

 

着付けを装着に変えた５分で美しく着れる着物

WASOMI DRESSKIMONO101。洗えてノーアイロンの

衿と着物と帯は国際特許を取得、その他全ての

難題を払拭した国内外で活躍する日本人の為の

「和装おもてなしブランドアップツール」。

今後、国の介護保険サービスは縮小傾向になり

ます。今後、求められることは「健康」の自己

管理です。( 株 ) たぬきは厚労省の研究機関と

連携して「認知症・虚弱予防」の最響最効のプ

ログラムを企業に提供します。介護を必要とし

ない健康寿命を延ばす取り組みを御社の商品の

ファン、会員に提供をし、健康な顧客がもたら

す御社の売り上げの持続とイメージアップを図

りませんか？ 

一人 10 分 1,000 円で結果が出る！！頭痛・く

び肩痛の鍼灸と整体のハイブリット出張施術。

座って受けられるので狭いスペースでOK。天神・

博多エリアなら 3,000 円以上から往診料無料。

自分で治せる体操・ストレッチも指導し、セル

フケアも可能になります。



◆　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　◆

【大串　明子】

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。

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。

　　　　・日時：2016年5月23日(月)　15:00～16:30

　　　　・場所：ベンチャーサポートセンター
　　　　　　　　セミナールーム

　　　　・講師：ナレッジネットワーク(株)　
　　　　　　　　代表取締役　森戸　裕一

ビジネスプラン策定ワークショップ

貴社は「誰に、何を、どのように」届け「どのような価値」を生み出そうと
していますか？ビジネスプランは、“新規事業成功のストーリー”です。ビジネ
スプランを練り上げる過程で、様々な経営課題だけでなく新たなビジネスア
イデアも見えてきます。このワークショップでは、新しい商品やアイデアを
具体的な事業に落とし込んでいく作業（コンセプトワーク）などを通して
貴社の“勝てるビジネスプラン”づくりをサポートします。

　　　　・日時：2016年6月2日(木)　10:00～12:00

　　　　・場所：ベンチャーサポートセンター
　　　　　　　　セミナールーム

　　　　・講師：ビジネスコーディネーター　
　　　　　　　　神田橋　幸治

【講師経歴】
1990年より大手システムエンジニアリング会社にてクライアント企業の研修企画、各種
研修・セミナー講師、企業内の人事育成計画などのコーディネート活動を担当。
2002年1月起業。翌年、ナレッジネットワーク株式会社設立および代表取締役就任。

【講師経歴】
大手金融機関において、ビジネスインキュベーション、ＩＰＯ支援、企業再生等を経験した
のち官公庁へ転じ、以来一貫して中小・ベンチャー支援に携わる。2015年5月、「仕組みづくり」
のコンサルティングラボを開設。専門は事業金融、経営戦略及び中小企業政策。

コーディネーターが一貫してサポート

【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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【藤崎　弘之】【段野　陽輔】【石橋　薦】 【神田橋　幸治】


