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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6月22日(水)　13：20～17：00 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１９９回　フクオカベンチャーマーケット開催

福岡県ベンチャービジネス協議会より
● 福岡県ベンチャービジネス支援協議会の総会を7月25日(月)開催します！

詳細が決まり次第、FVMホームページ及び Facebook 等でお知らせします。

【日　　時】　　2016 年 7月 25 日 ( 月 )15:00 ～ 19:30
【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）
【内　　容】　　福岡県ベンチャービジネス支援協議会総会
　　　　　　　福岡ベンチャークラブ総会
　　　　　　　パネルディスカッション
　　　　　　　FVM大賞 2016 授与式、交流会

福岡県 Ruby･コンテンツビジネス振興会議より
● 『Ruby シリコンバレーミッション 2016』説明会開催します！

福岡県 Ruby シリコンバレーミッションを実施します。
今年は、米日カウンシルと連携した現地企業との情報交換及びネットワーキング
プログラムを用意しており、新たなビジネス展開に向けた協議を行う絶好の機会です。
ミッションへの参加にご関心がある方は、まずは説明会へご参加下さい。

≪ミッション説明会≫
2016 年 6月 16 日（木）　13:30 ～ 14:30
福岡県 Ruby・コンテンツ産業振興センター　プレゼンルーム
福岡市博多区博多駅東 1丁目 17-1（http://frac.jp/）
ミッション行程、費用、諸注意事項等の説明、 
訪問先等についての意見交換
以下のページよりお申込みください。
http://www.digitalfukuoka.jp/topics/79
2016 年 6月 10 日（金）

福岡県工業技術センタークラブより
● 平成２８年度総会・先端技術シンポジウムを開催します！

【日　　時】　　2016 年 6月 14 日 ( 火 )13:00 ～
【会　　場】　　ホテル・レガロ福岡（福岡市博多区千代 1-20-31）
【内　　容】　　福岡県工業技術センタークラブ総会
　　　　　　　先端技術シンポジウム
　　　　　　　交流会
【参加申込】　　以下のページより申込書をダウンロードしてください。
　　　　　　　http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/center_club/club.htm
【申込期限】　　2016 年 6月 10 日（金）

【日　　時】
【会　　場】

【内　　容】

【参加申込】

【申込期限】



代表取締役  島野　廣紀

福岡市博多区博多駅前 2-17-25

設立年月日　：2010.11.4
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：5 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
金融機関

非常用発電機点検の
負荷試験サービス

株式会社 B.Continue

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
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代表取締役　宮﨑　千枝

福岡県春日市須玖南 5-12-415

設立年月日　：2016.3.1
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）
ウェディングプランナー事業を
展開希望の企業

フリーで活躍できる
ウェディングプランナーの育成

株式会社ブライズママ

代表取締役　山本　啓一

福岡市中央区天神 2-3-36

設立年月日　：2006.2.2
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：7 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
不動産、ホテル、学校、飲食店

問合せを獲得する！ 
360°スマホ内覧システム「ぐるりん」

エンドライン株式会社

代表取締役　江頭　保彦

佐賀県佐賀市八丁畷町 11-8

設立年月日　：2013.6.4
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
官公庁、金融機関、医療機関、
損害保険会社、商社

高まる雷害リスクを回避する
高機能「防雷ユニット」の開発・製造

九州フィールドエンジニア
リングシステム株式会社

6 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

緊急時のライフラインを守る事は必須で
す。実際災害時の発電機の 30% は現実動い
ていません。その為には今まで見過ごされ
てきた震災・災害時の要となる非常用発電
設備の性能検証が行える唯一の手段負荷試
験を障がい福祉を含めて普及促進します。

写真だけでは伝えきれない、その場の空気
をも感じる臨場感ある 360°内覧システム
「ぐるりん」のご案内です。「スマホで
360°見える」だけではなく、「楽しい」「問
合せ獲得」をメインに構築しています。看
板やチラシ・ノベルティと組みあわせると
効果抜群。

デジタル電子機器に依存しているといって
も過言ではないＩＴ社会において、防雷対
策は喫緊の課題です。弊社の防雷ユニット
の機能性や有効性は、官公署 ( 警察・自衛
隊・自治体 ) や一般施設で多く採用され、
設置の簡便さや設置後の被害がないことで
証明されています。

個人・企業を対象にフリーで活躍できるウェディン

グプランナーの育成を開始致します。近年『なし婚』

という婚姻しても結婚式を挙げていない婚姻数の 60%

のカップルについて、フリーで活躍可能なウェディ

ングプランナーが婚姻に誘導可能であり、『なし婚』

問題を解決できる職業です。その為、ウェディング

プランナー業のシステムを整理・構築化しました。

ウェディングプランナーの活躍により、カップルの

ご予算に合わせての提案が可能となり、婚礼市場が

広がります。

 

分電盤タイプ

コンセント接続タイプ

＊現在の会場紹介から婚礼のプロ（ウェディングプランナー）への

　相談により『なし婚』を解消
　　年間婚姻数 64万9千組（厚生労働省2014年　人口動態統計）

　　年間婚礼数約40％（みんなのウェディング「ナシ婚に関する調査2015」）

　　挙式披露宴全国平均単価1件334万（ｾ ｸ゙ｼｰ結婚ﾄﾚﾝﾄ 調゙査2014）



＊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。

代表取締役　田中　美和、米倉　史夏、
　　　　　　河　京子

東京都港区芝 5 丁目 29-20

設立年月日　：2013.4.1
資　本　金　：6,460 千円
常用従業員数：11 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC

キャリアママ インターン事業株式会社 Waris

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
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代表取締役　見手倉　広貴

福岡市博多区博多駅東 1-12-17

設立年月日　：2015.7.1
資　本　金　：5,010 千円
常用従業員数：4 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）
ASEAN 地域に進出中の中小企業、
VC

グローバル人材育成
ブートキャンプ事業

株式会社ガイダー

代表取締役　猪口　和代

福岡市中央区今泉 1-17-22

設立年月日　：2012.1.31
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）
サービス関連業、小売業、
ハウスメーカー、金融機関

入社後の早期戦力化を実現！

少人数からの内定者研修
株式会社 Hanako 塾

代表取締役　樋口　健介

福岡市中央区天神 1-15-5

設立年月日　：2011.11.21
資　本　金　：5,000 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）
医療機関、サービス業、システム会社、
人事コンサルタント、社労士、
産業カウンセラー、企業研修講師

経営者のための離職防止クラウド

「スマイルスコア」
株式会社
ホットエージー

開催日時：2016 年 6 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 1-11-17-4F）

総合職経験を持つ離職女性を、再就職に向
けて自信を取り戻せるよう、全力でサポー
トします！導入する法人にとっても、実際
の働きぶりを見て判断出来るため、採用コ
ストの最適化が可能になります。

複数の会社の内定者に対し同時に教育を行
う方式を採用した、新入社員の内定者研修
を行います。他業種の人と一緒に研修を受
けることで業種を超えた幅広い人脈形成が
可能。プレゼン営業力研修を盛り込み即戦
力育成と、研修後の評価シート、資料の提
供で入社後の育成材料としてもらいます。

スマイルスコアは高い離職率に悩む経営者
のための「離職防止クラウドサービス」で
す。社員やチームの「感情（モチベーション）
と本音」を定点観測の上、見える化するこ
とにより、社員の悩みとヘルプ、組織の中
に潜む問題点を見つけ、離職してしまう前
に対処できます。

グローバル人材とは、" 英語が話せる人 "
ではありません。真のグローバル人材とは
" 世界が大好きで、異文化に敬意を持ち、
人と人とのコミュニケーションができる人
材”のことです。Glowing は、真のグロー
バル人材育成のための『海外合同インター
ンシッププログラム』です。

内定者研修のメリット 

入社までの期間、複数社の合同研修を行うことで・・・ 

① 低コストで高い効果 

通常１社で行う研修を複数社で行うことで人件費の削減、および効率的な指導が実現 

② 内定者同士の信頼の構築・醸成 

異業種との交流で友人ができ、今後の人脈作りや研修参加への意欲を高める 

③ 入社までの不安軽減 

入社前に即戦力として求められる人材に育成することで個々の自信、入社後の期待に繋がる 

          ＜企業から求められている提供価値＞ 

・社会人としての基本的な知識、ビジネスマナー  ・内定者同士の信頼の構築、醸成 

・その企業における仕事の進め方、考え方     ・即戦力としてのプレゼン力、営業力 

・内定後入社までのフォロー             ・早期離職対策 

■現場メンバーによるシンプルな感情日報 

・毎日1分、今日の気分を押すだけ 

・月末には3分、組織への満足度を投稿 

・経営者への質問もできる 

・ホンネで投稿できる守秘性 

・自宅やスマートフォンから回答可能 

 

■経営者の管理画面で組織内の気持ちを体系的に把握 

・メンバー個人・チーム単位での感情の統計・分析 

・異常時のアラーム機能 

・コメント分析機能 

・管理アカウント同士での情報共有 

・離職率を下げるための解決策としての 

様々なオプションの提供 

（他社提携・準備中） 



【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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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 ◆

・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 申込締切 お
申
込
み受付終了

※お問合せください

6月30日(木)

2016年7月21日(木)

2016年8月24日(水)

2016年9月15日(木)※飯塚開催

◆　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】

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7月20日(水)　15:00～16:30

・場　所：e-ZUKA トライバレーセンター
　　　　　(飯塚市幸袋576-14)
　
・講　師：ナレッジネットワーク(株)　
　　　　　代表取締役　森戸　裕一

・受講料：無料

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7月7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
　
・受講料：無料

【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

【藤崎　弘之】【段野　陽輔】【石橋　薦】 【神田橋　幸治】

ベンチャーサポートセンターでは、専属コーディネーター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下さい。

飯塚開催！


