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福岡県ベンチャービジネス協議会より

福岡県タイ(バンコク)ビジネス訪問団派遣事業
● タイ・ビジネス訪問団　参加者募集！

福岡県、北九州市、タイ国工業省が連携し、タイ・バンコクにおいて、現地企業訪問・商談会等を
実施します。
詳細、お申込みは福岡県のHP（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/delegation-thailand-2016.html）を
ご覧ください。

【時　　期】2017年1月22日（日）～26日（木）※4泊5日（うち機内1泊）
【対　　象】食品関連の福岡県内企業（加工品メーカー、機械メーカー等）
【参加費用】福岡⇔バンコクの航空賃、宿泊費、食費等
【申込時期】2016年10月31日（月）
【お問合せ】福岡県商工部新事業展開支援課　東（あずま）　TEL：092-643-3430　

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

● ベンチャーゼミナールプレイベントを開催します！
福 岡 ベ ン チ ャ ー ク ラ ブ よ り

福岡県ベンチャービジネス支援協議会より
● 福岡よかとこビジネスプランコンテストの募集を開始しました！

福岡県及び福岡県ベンチャービジネス支援協議会では、「地域の魅力や強みを生かした、
また課題を解決する新しいビジネスプラン」を募集しています。
詳しくはホームページ（http://fukuoka-yokatoko.biz/）をご覧ください。

今年度からベンチャーゼミナールは、「5年後売上10億円、8年以内 IPO」を目指す意欲ある
経営者に対する実践的プログラムに変わります。
ベンチャークラブ理事で、起業後9年で福証Q-Boardに上場、現在はベンチャー企業支援に
取り組む植木一夫氏の講演とともに、事業説明会を実施します。
ベンチャークラブ会員でない方も参加いただけます。起業前の方も含め、経営者として成長
したい方、ぜひご参加ください。

【日　　時】2016年9月12日（月）18:00～19:30（終了後～21:00交流会）
【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4階）
【内　　容】・講演　植木一夫氏（ジェイエムテクノロジー(株)最高顧問・福岡ベンチャークラブ理事）
　　　　　　「起業家への７つのアドバイス」
　　　　　・事業説明会　　・交流会（参加費：1,000円）
【お申込み ・お問合せ】
【会　　場】福岡ベンチャークラブ事務局
【会　　場】HP：http://www.fvm-support.com/cfvm/4921
【会　　場】Eメール：venclub@fvm-support.com　　TEL：092-725-2729

開催場所：嘉穂劇場(飯塚市飯塚5-23)

アクセス:JR飯塚駅より徒歩15分、飯塚バスターミナルより徒歩7分

開催日時：2016年9月15日(木)　14:00～17：40 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。

※ビジネスプラン発表会後、嘉穂劇場内の見学ツアーを予定しています.(参加無料)

※18時より講演会・交流会があります。(要予約・参加費1,000円)

第２０２回　フクオカベンチャーマーケット 飯塚開催

【募 集 期 間】
【表彰／賞金】
【お 問 合 せ】

2016年 8月 1日（月）～10月 31日（月）
大賞（５０万円）ほか
福岡県ベンチャービジネス支援協議会　TEL：092-725-2729

※周知イベント「地域×創業フォーラム in福岡」を9月 22日 (秋分の日 )14時～
　開催決定。詳細はホームページをご覧ください。



代表取締役社長  有田　栄公

福岡県嘉麻市山野 875-2

設立年月日　：2000.9.14
資　本　金　：13,000 千円
常用従業員数：22 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
製造業、卸売業、建設･住宅業

新規受注獲得でうまくいっている 1/100 社だけが

行っている WEB 戦略を自社に落とし込む BtoB 版！
有田電器情報システム
株式会社

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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代表取締役社長 日吉　奈穂子

福岡県飯塚市堀池 134-6

設立年月日　：1980.1.8
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・業務提携

ラッピングで商品価値を上げる技術の提案有限会社包装の江島屋

代表取締役　江藤　裕仁

福岡県飯塚市忠隈 71-4

設立年月日　：2001.4.2
資　本　金　：4,500 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）
金融機関、ドラッグストア、
スーパーマーケット、書店、
ガソリンスタンド、飲食店

筑豊地区の地域共通ポイントサービス事業株式会社トーン

代表取締役　春田　統一

福岡県飯塚市平恒 42

設立年月日　：1971.4.1
資　本　金　：40,000 千円
常用従業員数：10 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
建築 ( リフォーム内装、外装、
外構 ) 業、ハウスメーカー、
建材メーカー

リフォーム見積比較サイトの運営サービス株式会社春田建設

9 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

筑豊地区で 15 年の実績を誇る情報紙が始
める地域共通ポイントサービス！デザイン
性や企画力で地元の読者に親しまれている
当社ならではの視点で、地元の店舗をポイ
ントでつなぎます。貯まったポイントは街
の店舗で使ったり地域貢献として使用する
ことも。

新規のお客様を増やしたい、人手不足で営
業が出来ないという工事店に朗報です。新
規顧客から、見積依頼が自動的にあり、お
客様の自宅に行かず見積が出来る、見積比
較サイトがオープンします。0 回訪問、写
真で見積 OK ！というシステムが完成しま
した。省人化、経費大幅削減、新規顧客が
増えます。

「プレゼントをあげたら妻が泣いたんです
よ！助かりました。」店頭でラッピングを
依頼されたお客様の後日談です。最近は贈
り物をネットで購入される方が多く、そう
いったお客様の要望の隙間を埋めるサービ
スが確立すると思っています。

地方創生は中小企業の力強さが必要。WEB
戦略を自社のものに！いつまでうまくいっ
ていない 99 社のマネをしますか？うまく
いっている 1/100 社だけが行っている
BtoB 版 WEB 戦略を発表。成功事例でみる
BtoB 顧客獲得も公開。なぜ田舎の弊社が
東京や大都市を飛び回っているのか！ 

・持ち込みの商品のラッピングサービス
　（ネットや他店舗で購入した商品を当店に持ち込んでいただけれ
ば、有料でラッピングします）
・Youtube でラッピングの仕方を配信　
（ネットで観た方は箱・包装紙・リボンなど当店でそろうものばかり
なので、店舗での購入が可能）
・Youtube 動画配信での閲覧収入が可能



＊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　大井　忠賢、樋口　聖典

福岡県田川市位登 475-1

設立年月日　：2016.4.15
資　本　金　：1,500 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
販路拡大

猪位金小学校の利活用による「音楽ビジネスを

中核としたコンテンツ産業拠点」創出事業
株式会社 BOOK

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　安藤 久代

福岡県飯塚市口原 746

設立年月日　：2015.8.1
資　本　金　：5,000 千円
常用従業員数：1 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
金融機関

『Let`s MISO ライフ』
心も身体もよろこぶ味噌活発信

みそやのラボラトリー
(個人事業 )

代表取締役　廣岡　啓子

福岡県飯塚市菰田東 1-8-15

設立年月日　：2004.6.16
資　本　金　：1,000 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）
ネット通販会社、健康食品
販売会社

地元嘉麻の天然水による

ナノ水素水製造　卸と OEM 拡大
株式会社
アクアクイーン

代表取締役　佐々木　寿生

福岡市中央区天神 2-3-36

設立年月日　：2014.5.29
資　本　金　：2,500 千円
常用従業員数：0 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）
金融機関､従業員 100 名～ 300 名程
の企業全般、専門学校・大学

独自開発チャットシステムを利用した

「現代版目安箱」
株式会社 cocotama

開催日時：2016 年 9 月 15 日（木）　　会場：嘉穂劇場
                                    　　　　　　　　　　　（飯塚市飯塚 5 番 23 号）

筑豊・田川の廃校から、21 世紀型産業革
命を！本事業は、廃校となった旧・猪位金
小学校（福岡県田川市）を利活用＆改築を
行い、「音楽事業」、「コワーキングスペー
ス事業」、「ゲストハウス事業」、「音楽ビジ
ネスマッチング事業」などの運営を行いま
す。

徹底した工場一元管理による水素水の「卸」
「OEM」展開。豊臣秀吉が汲んだと言われる
福岡県朝倉市と嘉麻市にまたがる嘉穂アル
プスを源泉とする天然水を使用。水素を高
濃度に注入する特殊機械によってナノ化さ
れた水に極限まで圧力をかけて大容量水素
を充填。

本サービスは個人情報を捨て、組織に属す
る全ての従業員と 1 対 1 で結ぶことで、ス
トレスケアに対応し、一方で組織内の問題
を抽出、解決へのヒントとする他、離職者
対策、職場活力調査等、導入をすることで
いろいろなニーズに応えられることが最大
の特徴です。

スタバの変わりにミソバー？？日本の伝統
食であり健康食品である味噌汁をカフェス
タイルで提供。ただ飲食するだけではなく、
ちょっとカラダにいいことを体験し、発信
できる空間をつくります。これからのライ
フスタイルに合った食と健康の発信基地へ
…

 

カフェ・メニュー（案）



【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

8月31日(水)

9月30日(金)

2016年10月19日(水)

2016年11月25日(金)※北九州開催

2016年12月21日(水)

◆　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9月16日(金)　15:00～16:30

・場　所：北九州テレワークセンター
　　　　　(北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIM6F)
　
・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10月6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。

北九州開催！


