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福岡県ベンチャービジネス協議会より

● 生産性向上セミナー開催のお知らせ
福岡県商工部新事業支援課より

福岡県では、県内４ヶ所で生産性向上セミナーを開催し、中小企業者、小規模企業者の
非製造部門 ( サービス部門 ) の業務効率の向上、新たなサービスの開発やサービスの質
向上を支援します。
時間や人手が足りないがどう対処したら良いかわからない、経営資源を有効に使いたい
などとお考えの事業者の方は、ぜひご参加ください。皆様のお申込みをお待ちしています。

◆基礎講座　開催日程・会場
　【福 岡   地 域】 平成 28年 12月 15日 (木 ) 14:00～ 16:00　  福岡商工会議所　408会議室
　【北九州地域】 平成 28年 12月 16日 (金 ) 14:00～ 16:00　  毎日西部会館　5階 2号室
　【筑 豊   地 域】　   平成 28年 12月 12日 (月 ) 14:00～ 16:00　  飯塚商工会議所　202会議室
　【筑 後   地 域】　 平成 28年 12月 13日 (火 ) 14:00～ 16:00　  久留米商工会館　202会議室

◆内容 (１) 企業経営者による生産性向上事例講演
　　　　   (２) 中小企業診断士による生産性向上講義

◆参加費 無料

◆詳細及び参加申込み　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/seisansei2016.html

◆お問い合わせ先 福岡県商工部新事業支援課 ( 担当 : 西田 )
   TEL:092-643-3591　E-mail：shinjigyo@pref.fukuoka.lg.jp 

九州 ・ 山口ベンチャーマーケット
【速報】「第２回九州・山口ベンチャーマーケット」の開催概要が決定！

九州・山口の各県と経済団体が連携し、各県イチオシのベンチャー企業と国内外の投資家やビジネス
パートナーが集うビジネスマッチングイベント「九州・山口ベンチャーマーケット」について、
平成28年２月23日に第1回を開催しました。
この度、第2回の開催概要が決定しましたので、ご報告します！

【日　　時】平成29年２月７日（火）　10：30～19：30
【会　　場】ホテルオークラ福岡（福岡市博多区下川端町 3-2）
【内　　容】（１）新技術新商品等展示会
　　　　　　　・九州・山口各県のイチオシ企業によるブース展示（約60社が展示）
　　　　　   （２）KTC大学合同説明会（新技術説明会、技術展示会）【新規】
　　　　　　　・九州・山口の大学が保有する新技術の中から、選りすぐりのものについて、
　　　　　　　　新技術説明会及び技術展示を実施
　　　　　   （３）九州・山口ベンチャーアワーズ
　　　　　　　・各県イチオシ企業によるビジネスプラン発表会（約10社）
　　　　   　（４）講演会
　　　　　　　・有名起業家による基調講演
　　　　   　（５）表彰式・大交流会
　　　　　　　・九州・山口ベンチャーアワーズの大賞等を表彰
　　　　　　　・各県の企業や経済団体やビジネスパートナー等による大交流会
【主　　催】九州・山口ベンチャーマーケット実行委員会

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12月21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２０５回　フクオカベンチャーマーケット開催 ヘルスケア
特集
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12 月ＦＶＭビジネスプラン発表企業概要

代表取締役　後藤　元晴

北九州市八幡西区黒崎 3-1-7
設立年月日　：2015.3.10
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：1名

（プレゼン目的）
資金調達・販路拡大

（聴講希望パートナー）
金融機関、医療機関、VC

自律型搬送ロボットによる
労働者サポートとサービス

株式会社匠

代表取締役　是永　伸一郎

福岡市博多区博多駅南 3-14-8
設立年月日　：2013.6.25
資　本　金　：30,000 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）
OA 機器販売業

社員を元気にするオフィスリラクゼーション
ウォーターベッド

株式会社シーエス研究所

代表取締役　夏 茜
     
福岡市中央区天神 2-3-10
設立年月日　：2016.11.28
資　本　金　：30,000 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）
医療機器販売会社

脳神経学の研究を生かした
睡眠安定機器の開発・販売

NewroCare 株式会社

代表取締役　神田 文隆

福岡市東区多の津 1-14-1

設立年月日　：2000.7.31
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：6名

（プレゼン目的）
販路拡大・業務提携

（聴講希望パートナー）
金融機関、VC、医療機関、
医療機器販社

WEB 型医療画像管理システム SonicDICOM の
国内及び海外での拡販

株式会社ジウン

医療用画像や検査レポートを iPad で院内外か

ら簡単に閲覧できる安価な PACS を提案します。

既に海外 200 ヵ国以上で使用されている製品で

100％自社開発商品。この度、国内販売のため

販売店様を募集しております。

頭部を自然な弱電界で包み、脳の睡眠ホルモン

の分泌を促して脳の睡眠領域を刺激し、ウェイ

クモードからスリープモードへ移行させる脳神

経生理学に基づく機器を開発中です。眠りたい

時や睡眠が困難に感じている時にお使いくださ

い。

近年、センシング技術の進化に伴い、ロボット

は大きく進化してまいりました。私たちは、長

い歴史の中で培った技術や経験を活かし、日々

研究を重ねて、お客様のご要望を満たす新しい

モノを作り続けています。より柔軟でよりヒト

に近いロボットを提供することで、病院や介護

施設で働くスタッフをサポートします。

「ストレスチェックはしたけれど、その後の具

体策が決まらない…」、「最近、健康経営という

言葉を聞くけどうちには…」そんな企業様に是

非。世界最小の保健室【アクアエース】に 1 日

10 分乗るだけで社員がみるみる元気になって職

場の生産性がアップします！

 

＜給食搬送＞　 ＜薬品搬送＞

＜廃棄物回収＞ ＜ベッド搬送＞

 
▼水圧で全身を刺激

 

▲全身の血行促進

▼首のコリがほぐれる ▼水に浮く感覚が癒される



代表取締役　中村　行延
     
福岡市博多区博多駅東 2-8-9

設立年月日　：2002.8.21
資　本　金　：13,500 千円
常用従業員数：6 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
病院、薬局、介護施設

見守り可能なお薬カレンダー
株式会社 Windy

会社の概要
事 業 名

事業の概要・企業 PR
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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 12 月 21 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 申込締切

※受付終了

お問い合わせ下さい

お問い合わせ下さい

代表取締役　内山　守太

福岡市中央区天神 3-11-1

設立年月日　：1994.4.8
資　本　金　：10,000 千円
常用従業員数：29 名

（プレゼン目的）
販路拡大

（聴講希望パートナー）
広告代理店、ハウスメーカー

スロージョギング ® による
健康づくり指導＆ダイエットツアー

福岡安全センター株式会社

代表取締役　宇多 博之

福岡市博多区博多駅前
3-16-10

設立年月日　：2008.1.11
資　本　金　：3,000 千円
常用従業員数：3 名

（プレゼン目的）
業務提携

（聴講希望パートナー）
地方自治体(福祉担当)、社会福祉協議会、

社会福祉法人、不動産管理会社

IoT 機器「Picot( ピコット )」と
クラウドを活用したビジネスのご提案

株式会社E&I

 

あなたにも出来る1ヶ月で-4㎏～-6㎏の減量！

景色や街中を楽しみながらスロージョギング ®

（消費エネルギーがウォーキングの約 2 倍）で散

策してカラダづくりと体力づくりと健康寿命の

延伸！！食事もダイエット食でありながら質・

量ともに大満足!!!

利用者が服用する薬を管理する際、種類や服用

量を間違える、あるいは他の利用者の薬を誤っ

て飲ませると、一歩間違えると最悪の場合死に

至らしめてしまうほど恐ろしいものです。お薬

カレンダーがこのような状況を改善してくれま

す。

Picotは、電源 ONで見守り開始、ボタンワンプッ

シュでつながっている家族、事業者へ音声付写

真が届く一度使うと手放せなくなる愛着が沸い

てくる商品です。この商品およびシステムを提

携事業者さまのご要望に合わせてカスタマイズ

致します。

2017年1月25日(水)

2017年2月22日(水)

2017年3月23日(木)※久留米開催

 

 

○企業向け研修

○個人向け
ヘルスツーリズム

<継続する為の提案内容>
・職場で取り組める環境づくり
(場所、人材確保)
・フォローアップ研修
・イベントへの参加

体制 提供商品 継続的にサポート

Ｚｚ Ｚｚ Ｚｚ
福岡大学スポーツ科学部
田中宏暁
・プログラム監修
(株)キャリアビジョン所属
静間 佳代子

・食事指導監修

福岡安全センター(株)
・企画・運営

(一社)日本スロージョギング協会
・募集活動
・指導者派遣



【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：2017年1月18日(水)　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：2017年1月12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/


