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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協議会より

開催場所：               　　

　　　　　　　(北九州市小倉北区浅野2-14-3あるあるCity 2号館3F)

開催日時：2016年11月25日(金)　14：00～17：00 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。

※当日17時より交流会(北九州スタートアップラウンジ主催　参加費500円)を行います。ぜひご参加下さい。

第２０４回　フクオカベンチャーマーケット 北九州開催
あるある City
２号館 3F

(1 ～ 2F ベスト電器 )

新幹線口

小倉駅

リーガロイヤル
ホテル

あるある City

小倉駅北口

●小倉駅「北口」から徒歩 3分

● 福岡ベンチャークラブ 大交流会 2016

     ～グローバルに活躍するベンチャー企業をめざして～
福 岡 ベ ン チ ャ ー ク ラ ブ よ り

先の見えない時代に､着実な歩みで福岡のベンチャー業界を牽引してきた経営者たちは､どのような
未来や戦略を描いているのか。福岡発のグローバルカンパニーはどうやって実現されるのか。
福岡ベンチャークラブ理事の前田哲郎氏がモデレーターとなってパネルディスカッションを
開催します。

【日　　時】2016年11月28日（月）17:00～19:45
【会　　場】GRANADA SUITE（福岡市博多区中洲 5-3-8 アクア博多 11・12F）
【内　　容】（１）オープニングトーク
　　　　　　　福岡ベンチャークラブ会長　小山田浩定氏（総合メディカル株式会社取締役相談役）
　　　　　   （２）パネルディスカッション
　　　　　　　〇テーマ　　『福岡発グローバルカンパニー創出』（仮）
　　　　　　　〇パネリスト
　　　　　　　　株式会社ヌーラボ　代表取締役社長　橋本　正徳　氏
　　　　　　　　（他1名 調整中）
　　　　　　　〇モデレーター
　　　　　　　　アンダス株式会社　代表取締役社長　前田 哲郎 氏（福岡ベンチャークラブ理事）
【対　　象】福岡ベンチャークラブ会員､ 企業の成長･発展及びグローバル展開に関心を有する企業経営者
【参   加   費】4,000円
【申込締切】2016年11月21日（月）
【お申込み ・お問合せ】　  福岡ベンチャークラブ事務局
【会　　場】　　　　　　 HP：http://www.fvm-support.com/cfvm/5195
【会　　場】                                   Eメール：venclub@fvm-support.com　　TEL：092-725-2729

福岡県ベンチャービジネス支援協議会より
● FVM 登壇企業「WASH ハウス」が新規上場承認されました！

2008年3月のFVMにご登壇いただいた｢WASHハウス株式会社 (宮崎県 )｣が､10月18日 (火 )に
新規上場承認されました。
上場市場は東証（マザーズ）及び福証（Q-Board）です。

福岡県ベンチャービジネス支援協議会より
● 「北九州ベンチャーマンス 2016」のご案内

当協議会及び北九州市で11月を「北九州ベンチャーマンス」と銘打って、FVMをはじめ、ベンチャー
支援関連のイベントを集中的に北九州市で開催します。
11月はぜひ北九州へお越し下さい。

◇11月5日（土）、6日（日）　デジタルものづくりクリエイターズの祭典「MONOCAFE2016」
◇11月17日（木）　ウーマンワークカフェ北九州セミナー
◇11月22日（火）　女性起業家フォーラム&交流会in北九州
◇11月25日（金）　フクオカベンチャーマーケット・北九州スタートアップラウンジ

【お問合せ】　福岡県ベンチャービジネス支援協議会　TEL:092-725-2729

～　グローバルに活躍する
　　　　　ベンチャー企業をめざして　～
～　グローバルに活躍する
　　　　　ベンチャー企業をめざして　～
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11 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　樽岡　憲秀

北九州市小倉北区浅野 2-14-3

設立年月日　：2013.11.11
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：0 名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、メーカー

デジタルコンテンツ管理・配信システム
「MUSEUM」

株式会社 coki

代表取締役  児島 毅

北九州市小倉北区浅野 3-8-1

設立年月日　：2013.5.30
資　本　金　：4,000 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
販路拡大・その他

（聴講希望パートナー）
ハウスメーカー、建設業

クラウド上で運用する

建築業支援システム「Const」

株式会社ブラックハンド

動画・静止画・音声・3DCG といった様々なデジ

タルコンテンツを一元管理し、それらを簡易的

にVRやARサービスとして配信可能とするプラッ

トフォーム「MUSEUM」の紹介です。新たなユーザー

体験を安価でスピーディーにお届けします。

当社は長年の照明事業で培ったノウハウを生か

し、照度ムラが出ないような適切な配光設計、

用途に応じた光源体の選定を行い、お客様に省

エネ＆快適な光を提供致します。また設置工事

を含めたアフターサービスも行っております。

照明の開発・製造・販売から設計・工事までトー

タルサポートできる照明メーカー。高品質・適

正価格・短納期でお客様に応える。“より快適な

環境を作り、あなたの想いに応える”ことを経

営理念として、法人のお客様に卸販売・省エネ

と健康的な光の空間環境を提供しつつある。

もしも、見積り段階でどんな工事を受注したら

儲かるのかが判断できたらどうでしょうか？今

更聞けないけど、クラウドってどうなの？話題

のクラウドで運用する建設業支援システム

「Const」をご紹介します。

ダウンライト 

LED モジュールにリフレクターを使用し、 
光度をアップさせる。 
拡散板で眩しさを抑える。 

吊下げ器具・投光器具 

基本部品はダウンライトと同じ。 
投光器用として取付用アームを装着

する。 

○低コスト高効率 LED照明

○特殊 LED照明の企画　（用途に応じた商品企画）
　高演色 LED　…　太陽光に近い光を出すことで、モノ本来の色を表現
　イエロー LED　…　500nm以下の波長をカットすることで、虫が好む紫外線帯域を完全に遮断
　植物育成用 LED　…　育てる植物に応じて光量調整、波長の選定を行い発育を向上させる

代表取締役　安陵　範浩
     
福岡県京都郡苅田町港町 8-11

設立年月日　：1973.5.2
資　本　金　：35,000 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）
ビル管理会社、設計会社、
電気設備工事業、福岡県施設等管理者

株式会社
コーセイジャパン

代表取締役　馮 馮

北九州市若松区ひびきの 2-1-3F

設立年月日　：2015.8.12
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）
工場･事務所オーナー､福祉施設､
建設業者、商社

株式会社
ラステディアス

特殊用途用 LED 照明器具の販売

高輝度 LED 照明の販路拡大
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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 11 月 25 日（金）　　会場：fabbit
                                    　　　　　　　　　　　（北九州市小倉北区浅野 2-14-3 あるある City 2 号館 3F
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名 刺 交 換 ・ 商 談 会

代表社員　堀　航

北九州市小倉南区志井 5-20-1

設立年月日　：2012.10.5
資　本　金　：30 千円
常用従業員数：2 名

（プレゼン目的）
資金調達

（聴講希望パートナー）
金融機関

アミューズメントゲーム「ロボッチャ」
合同会社Next Technology

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

2016年12月21日(水)※ヘルスケア特集

2017年01月25日(水)

2017年02月22日(水)

申込締切

受付終了

受付終了

11月30日(水)

代表取締役　溝田　正行

北九州市小倉南区若園 4-2-14

設立年月日　：2016.7.10
資　本　金　：1,000 千円
常用従業員数：1 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、VC、商社

侍オリジナルブランドの食の国内展開
及び海外進出事業

侍フードサービス株式会社

ロボッチャは、UFO キャッチャー型ケース内に

あるロボットを利用者が操縦するアミューズメ

ントサービス。現状のロボット体験施設は利用

者が受動的にロボットを見て楽しむものがほと

んどだが、ロボッチャはロボットで遊ぶという

利用者主体の新体験が可能。

当社は侍（料理人）たちが創造したオリジナル

ドレッシングを製造販売しています。新商品の

梅カレードレッシングは前代未聞のコラボレー

ションです。梅とカレーは実はすごく合うのは

ご存知ですか？一口食べるとやみつきになるこ

と間違いなし！一度試食されてみてください。

ロボッチャ（例）

「梅カレードレッシング」 「万能ドレッシング」

「商標」



【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。

・日　時：2016年11月21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

・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12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。

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　◆

【大串　明子】 【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。

◆ 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/


