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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8月24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２０１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

グ ロ ー バ ル 経 営 者 養 成 塾
● 「グローバル経営者養成塾」受講生を募集します！

福岡アジアビジネスセンターと福岡県は海外展開に積極的な経営者などを対象に海外ビジネスで
成功し、利益を上げ続けるための経営視点を徹底的に身に付ける４日間の特別講座「グローバル
経営者養成塾」を実施します。
講師陣は全て海外関連業務経験者で、研修内容テーマは全日、海外展開の事例を準備しています。

【時　　期】　平成28年9月3日 (開講特別セミナー＆オリエンテーションのみ )
　　　　　　全4回：9月17日、10月8日、11月5日、11月19日 (いずれも土曜日 )
【対　　象】　福岡県内に事業所のある中小企業経営者またはマネージメント層
【応募方法】　福岡ABCホームページをご覧ください。(http://www.f-abc.org/)
【受   講   料】　64,800円 (福岡ベンチャークラブ会員価格54,800円 )
【お問合せ】　福岡アジアビジネスセンター（福岡ABC）　担当：長谷川
　　　　　　電話：092-791-5025　FAX：092-791-5026　E-mail：info@f-abc.org

福岡県ベンチャービジネス協議会より
福岡県産業デザイン協議会

● 第 18 回福岡デザインアワード　出品者募集中です！！

福岡県産業デザイン協議会は､県内企業のデザイン性に優れた商品を審査､表彰する福岡デザイン
アワードを開催します。
ものづくりだけでなく、ネット通販などのサービスを提供する情報・サービス部門もございます。
過去に受賞したサービスには、登山アウトドア向け地図アプリの「YAMAP(ヤマップ )」、認知症
予防を目的としたアロマトレーニングゲーム「select9(セレクトナイン )」や、タブレット端末を
活用した低価格のホームセキュリティサービス「SMART ROOM SECURITY(スマートルームセキュ
リティ）」等があります。皆さまも奮ってご応募ください。
【応募受付期間】　平成28年6月9日（木）～8月10日（水）
【応    募    方    法】　詳細は右記URLをご覧ください。 　https://fida.jp/top/award/
【お    問    合    せ】　福岡県産業デザイン協議会事務局 (森田、西田 )　電話：092-643-3591

福岡県産業デザイン協議会より

福岡県ベンチャービジネス協議会より
● 7 月 25 日総会　開催報告

7月25日に開催された福岡県ベンチャービジネス支援協議会総会は、当日約170名の方にお越しいただき、大盛況のうちに終了しました。
多数のご来場ありがとうございました。

貫会長あいさつ パネルディスカッション FVM大賞2016授与式
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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　今村 勉也

福岡市中央区荒戸 2-1-5
設立年月日　：1991.11.15
資　本　金　：159,975 千円
常用従業員数：63 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
商社、メーカー、情報サービス

革新的な技術で、動画コンテンツや
ビッグデータを世界へ

株式会社
ユニゾンシステムズ

代表取締役　福田　敏

北九州市小倉南区徳力新町
2-8-11

設立年月日　：2008.7.10
資　本　金　：32,000 千円
常用従業員数：20 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
自治体、学校法人、レンタル商社、
建設業、鉄道

観測・予測・報知による低価格かつ高精度

局地的気象ｻｰﾋﾞｽ「ZEROSAI」
シスメット株式会社

代表取締役社長　高橋　善晴
     
福岡市中央区天神 4-8-2
設立年月日　：1997.12.1
資　本　金　：11,200 千円
常用従業員数：9 名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
人材派遣会社、情報サービス、
通信、行政

アプリ風ホームページすまっぽん！ 
株式会社イーハイブ

代表取締役 CEO　橋本　司

福岡市中央区大名 1-9-27

設立年月日　：2013.10.1
資　本　金　：106,980 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）
VC、農業、物流

使いやすいワンストップ
IoT プラットフォームの実現

株式会社スカイディスク

IoT という言葉が使われて久しいがその大部分

は、大規模な開発を必要とするものが多く、安

価で簡単に使えるソリューションは皆無であっ

た。弊社はセンサデバイスから、クラウドでの

分析まで総合的な IoT プラットフォームをリー

ズナブルな価格で提供する。

昨年度 フジサンケイビジネスアイ 革新ビジネスア

ワード オーディエンス賞を受賞したアプリ風ホーム

ページ「すまっぽん！」を紹介します。スマホからの

ネット利用者は、PC からの利用者を抜きました。そ

こで、スマホからのユーザーのアクセスを増やすツー

ルとして、高額な開発費や複雑な設定が必要ないアプ

リ風ホームページ「すまっぽん！」を提案します。店

舗だけでなく営業マン個人やプライベートでの利用で

きる月 300 円のみの商品です。

テレビ局向けに開発した高速ファイル転送ツー

ル「STORM」及び動画共有システムは、メディ

ア向けにとどまらず、大容量ファイルを早く送

り、動画共有のニーズのあるすべての業界に対

して、業務効率の大幅な改善をもたらすことが

可能となります。

気象観測装置を設置した現場局地の気象を観

測・予測・報知することで行政頼みではない自

主的な避難判断を実現し、生命や財産を守る

サービスです。市場ニーズに応じてセンサー及

び機能を拡張し、総合建設業者、自治体、学校

法人をはじめ幅広い分野での活用を目指してい

ます。

 



代表取締役　宇佐美　佳孝
     
福岡市中央区今泉 2-1-4

設立年月日　：2002.9.24
資　本　金　：101,200 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）
店舗経営者

集客を思いのままに！
世界一の常連化アプリ『店舗アプリ』

株式会社
トランスメディア GP
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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：2016 年 8 月 24 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）
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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 申込締切

※受付終了

お問い合わせ下さい

8月31日(水)

代表取締役　バソ　バティスト

東京都千代田区神田錦町
3-21-A203

設立年月日　：2012.5.8
資　本　金　：500 千円
常用従業員数：4 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
商社、IT 企業

クラウドに基づく国際展開Shearwater Japan株式会社

代表取締役　松山　友一

福岡市東区若宮 3-8-34

設立年月日　：2015.7.10
資　本　金　：450 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）
訪問販売、訪問サービス、宅配便、
宅配弁当、訪問介護、生協

家族が安心できる高齢者見守りを！
「あんしんクラウド」

株式会社コンロッド

 

国際展開が加速しています。サーバー型からク

ラウド型の基幹システムへの飛躍支援、企業の

業務を効率化するための提案を提供しています。

最善の方法、最良の事例を説明します。

広告の新規来店客や WEB 更新だけに頼らず、再

来店の効果をもっと増やしませんか？アプリは

メルマガの 10 倍の効果。WEB を活かした公式ア

プリで、お客様を会員化し伝えたいことを確実

にプッシュ通知できます。今後のスマホ時代に

貴社のアプリが媒体となり、集客を思いのまま

にできる公式アプリ作成サービスです。国内最

大の2800店舗の提供実績、続々拡大中。

『離れて暮らす親の暮らしぶりが、なんとなく気

になる ...！』そんな子世代のリアルな要望に

お応えするのが、当社「あんしんクラウド」です。

スマフォが苦手な親世代のために、周囲の第三

者がお手軽に見守りに参加できる仕組みをご提

供します。高齢者見守りサービスを展開したい

企業様とタッグを組んで、家族が「あんしん」

できる見守りを実現します。

2016年09月15日(木)※飯塚開催

2016年10月19日(木)

2016年11月25日(金)※北九州開催



【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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◆　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

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。

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9月16日(金)　15:00～16:30

・場　所：未定 (※決まりましたらHPに掲載予定)

　
・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9月1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。

◆ Facebookページの紹介 ◆

・フクオカベンチャーマーケットではFacebookページを通じて、毎月開催している
  マンスリーマーケットの登壇企業の情報をはじめ、各種創業に関するイベント情
  報を配信しております。

・皆様、是非「いいね！」を押して、情報をシェアしてください！

https://www.facebook.com/fukuokaventuremarket/

北九州開催！


